
シリーズ 書名 編者／著者 出版社 出版年 備考欄

1 行政 政治 行政学叢書1 官庁セクショナリズム 西尾勝, 今村都南雄 東京大学出版会 2006年5月

2 行政 財政 行政学叢書2 財政投融資 西尾勝, 新藤宗幸 東京大学出版会 2006年5月

3 行政 政治 行政学叢書4 官のシステム 大森彌 東京大学出版会 2006年9月

4 行政 政治 行政学叢書6 内閣制度 山口二郎 東京大学出版会 2007年5月

5 行政 国際 行政学叢書7 国際援助行政 城山英明 東京大学出版会 2007年9月

6 行政 政治 行政学叢書8 行政改革と調整のシステム 牧原出 東京大学出版会 2009年9月

7 経済 歴史 日本経済史1 幕末維新期
石井寛治, 原朗, 武田晴人
編

東京大学出版会 2000年10月

8 経済 歴史 日本経済史2 産業革命期
石井寛治, 原朗, 武田晴人
編

東京大学出版会 2000年12月

9 経済 歴史 日本経済史3 両大戦間期
石井寛治, 原朗, 武田晴人
編

東京大学出版会 2002年12月

10 経済 歴史 日本経済史4 戦時・戦後期
石井寛治, 原朗, 武田晴人
編

東京大学出版会 2007年9月

11 政治
シリーズ現代日本の政治と
外交1

現代の日本政治 - カラオケ民主主義か
ら歌舞伎民主主義へ

猪口孝、プルネンドラ・
ジェイン 編 原書房 2013年9月

12 国際
シリーズ現代日本の政治と
外交2

日米安全保障同盟 - 地域的多国間主義
猪口孝、Ｇ・ジョン・アイ
ケンベリー、佐藤洋一郎編

原書房 2013年11月

13 政治
シリーズ現代日本の政治と
外交3

民主主義と政党 -   ヨーロッパとアジア
の42政党の実証的分析

猪口孝、ジャン・ブロンデ
ル編

原書房 2014年9月

14 政治
シリーズ現代日本の政治と
外交４

日本とドイツ -  戦後の政治的変化 猪口孝編 原書房 2014年2月

15 国際
シリーズ現代日本の政治と
外交5

日本・アメリカ・中国 -  錯綜するトラ
イアングル

猪口孝、Ｇ・ジョン・アイ
ケンベリー編

原書房 2014年3月

16 国際
シリーズ現代日本の政治と
外交６

日本とロシア -  真逆か、相違か？ 猪口孝監修 原書房 2015年2月

17 国際
シリーズ現代日本の政治と
外交7

日本と韓国 - 互いに敬遠しあう関係 猪口孝編 原書房 2015年3月

18 歴史 岩波テキストブックス 現代を生きる日本史 須田努、清水克行著 岩波書店 2014年12月

19 国際 歴史 岩波テキストブックス 日本外交史講義　新版 井上寿一著 岩波書店 2014年3月

20 政治 歴史 岩波テキストブックス 近代日本政治史 坂野潤治 岩波書店 2006年1月

21 国際 歴史 日本の外交 1 外交史：戦前編 井上寿一 編 岩波書店 2013年2月

22 国際 歴史 日本の外交 2 外交史：戦後編 波多野澄雄 編 岩波書店 2013年3月

23 国際 日本の外交 3 外交思想 酒井哲哉 編 岩波書店 2013年4月

24 国際 日本の外交 4 対外政策：地域編 国分良成 編 岩波書店 2013年5月

25 国際 日本の外交 5 対外政策：課題編 大芝亮 編 岩波書店 2013年7月

26 国際 日本の外交 6 日本外交の再構築
井上寿一 , 波多野澄雄 , 酒
井哲哉 , 国分良成 , 大芝亮
編

岩波書店 2013年10月

27 国際
シリーズ 日本の安全保障
7

技術・環境・エネルギーの連動リスク 鈴木一人編 岩波書店 2015年8月

28 国際
シリーズ 日本の安全保障
8

グローバル・コモンズ 遠藤乾 編 岩波書店 2015年10月

29 政治 歴史 日本政治思想史　十七～十九世紀 渡辺浩 東京大学出版会 2010年2月

カテゴリー

2017年度　中山大学への図書寄贈リスト
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2017年度　中山大学への図書寄贈リスト

30 国際
対立と共存の歴史認識　日中関係150
年

劉傑, 川島真 編 東京大学出版会 2013年8月

31 国際
1945年の歴史認識　〈終戦〉をめぐ
る日中対話の試み

劉傑, 川島真 編 東京大学出版会 2009年3月

32 政治 現代日本政治入門 新藤宗幸, 阿部齊 東京大学出版会 2016年2月

33 政治 日本の国会制度と政党政治 川人貞史 東京大学出版会 2005年9月

34 政治
政党政治と不均一な選挙制度　国政・
地方政治・党首選出過程

上神貴佳 東京大学出版会 2013年6月

35 政治 政治学講義　第2版 佐々木毅 東京大学出版会 2012年11月

36 政治 現代政治学　第4版
加茂利男，大西仁，石田
徹，伊藤恭彦 著

有斐閣アルマ 2012年3月

37 政治 現代の政党と選挙　新版
川人貞史，吉野孝，平野
浩，加藤淳子 著

有斐閣アルマ 2011年4月

38 経済
日本の産業と企業 -- 発展のダイナミズ
ムをとらえる

橘川武郎，平野創，板垣暁
編

有斐閣アルマ 2014年12月

39 政治 国際 日本政治史 -- 外交と権力 北岡伸一 有斐閣 2011年4月

40 国際
沖縄返還と日米安保体制 ：沖縄返還交
渉の全体像に迫る

中島琢磨 有斐閣 2012年12月
第67回（2013）毎日出版文化賞(人
文・社会部門)、第35回（2013）サ
ントリー学芸賞(政治・経済部門)

41 政治
民主党政権：失敗の検証・日本政治は
何を活かすか

日本再建イニシアティブ 中央公論新社 2013年9月

42 歴史 国際 日本占領史１９４５―１９５２ 福永文夫　著 中央公論新社 2014年12月 読売・吉野作造賞受賞

43 政治 日本の統治構造 飯尾潤　著 中央公論新社 2007年7月 読売・吉野作造賞受賞

44 政治 経済 岩波現代全書
日本型新自由主義とは何か：占領期改
革からアベノミクスまで

菊池信輝 著 岩波書店 2016年12月

45 国際 歴史 日韓歴史認識問題とは何か 木村幹　著 ミネルヴァ書房 2014年10月 読売・吉野作造賞受賞

46 国際 歴史
新版日本外交史ハンドブック［第二
版］ ――解説と資料

増田弘・佐藤晋 編著 有信堂高文社 2016年

47 国際 歴史 資料で学ぶ日本政治外交史
武田知己・ 鈴木宏尚・ 池
田慎太郎・ 佐道明広著

法律文化社 2017年2月

48 政治
首相政治の制度分析： 現代日本政治の
権力基盤形成

待鳥聡史 千倉書房 2012年6月
2012年度サントリー学芸賞（政治・
経済部門）受賞

49 国際 歴史
「経済大国」日本の外交：エネルギー
資源外交の形成　1967-1974年

白鳥潤一郎　著 千倉書房 2015年8月
第３８回サントリー学芸賞(政治・経
済部門）受賞

50 国際 歴史 日中国交正常化の政治史 井上正也
名古屋大学出版
会

2010年
第33回 サントリー学芸賞（政治・経
済部門）、平成22年度 「吉田賞」

51 政治
代議制民主主義の比較研究：日米韓3か
国における民主主義の実証研究

小林良彰、岡田陽介、鷲田
任邦、金兌希　著

慶應義塾大学出
版会

2014年3月

52 国際 歴史 アジア主義と近代日中の思想的交錯 嵯峨隆　著
慶應義塾大学出
版会

2016年6月

53 国際
秩序変動と日本外交：拡大と収縮の七
〇年

添谷芳秀　編著
慶應義塾大学出
版会

2016年3月

54 国際
イメージの中の日本：ソフト・パワー
再考

大石裕、山本信人　編著
慶應義塾大学出
版会

2008年8月

55 歴史 国際 思想 福澤諭吉のアジア 青木功一　著
慶應義塾大学出
版会

2011年6月

56 政治 日韓政治制度比較
康元澤、浅羽祐樹、高選圭
編著

慶應義塾大学出
版会

2015年3月

57 政治学 補訂版政治学
久米郁男・川出良枝・古城
佳子・田中愛治・真渕勝

有斐閣 2011年

58 政治学 政治学の第一歩
砂原庸介・稗田健志・多湖
淳

有斐閣 2015年
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2017年度　中山大学への図書寄贈リスト

59 史学 日本歴史15巻近現代１ 岩波講座日本歴史編集委員 岩波書店 2014年

60 史学 日本歴史16巻近現代2 同上 岩波書店 2014年

61 史学 日本歴史17巻近現代3 同上 岩波書店 2014年

62 史学 日本歴史18巻近現代4 同上 岩波書店 2015年

63 史学 日本歴史19巻近現代5 同上 岩波書店 2015年

64 政治学 原因を推論する 久米郁男 有斐閣 2013年

65 史学 ハンドブック近代日本外交史 簑原俊洋・奈良岡聰智編 ミネルヴァ書房 2016年

66 史学 日米関係史 五百旗頭真編 有斐閣 2008年

67 史学 近現代日本を史料で読む 御厨貴編 中央公論新社 2011年

68 国際 政治 日本の国際政治学1 日本国際政治学会編 有斐閣 2009年

69 国際 政治 日本の国際政治学2 日本国際政治学会編 有斐閣 2009年

70 国際 政治 日本の国際政治学3 日本国際政治学会編 有斐閣 2009年

71 国際 政治 日本の国際政治学4 日本国際政治学会編 有斐閣 2009年

72 社会 昭和天皇 古川 隆久 中公新書 2011年4月 サントリー学芸賞（2011年）

73 国際
日米構造協議の政治過程−相互依存下の
通商交渉と国内対立の構図

鈴木一敏 ミネルヴァ書房 2013年2月 大平正芳記念賞（2014年）

74 国際 政治
アジア地域主義外交の行方：1952-
1966

保城広至 木鐸社 2008年9月 大平正芳記念賞（2009年）

75 政治 社会 越境者の政治史 塩出浩之
名古屋大学出版
社

2015年10月
サントリー学芸賞（2016年）、第
70回「毎日出版文化賞」、第38回
「角川源義賞」

76 社会
福祉のアジア
国際比較から政策構想へ

上村泰裕
名古屋大学出版
社

2015年9月
第28回 （2016年度） 「アジア・
太平洋賞特別賞」

77 経済
戦後日本の資源ビジネス
原料調達システムと総合商社の比較経
営史

田中彰
名古屋大学出版
社

2012年2月 第16回 「日本流通学会賞」

78 経済
ものづくりの寓話
フォードからトヨタへ

和田一夫
名古屋大学出版
社

2009年9月
第25回 （平成24年度） 「日本産業
技術史学会賞」、第53回「日経・経
済図書文化賞」

79 経済 社会
日本のエネルギー革命
資源小国の近現代

小堀聡
名古屋大学出版
社

2010年12月
第6回 「政治経済学・経済史学会
賞」、第54回 「日経・経済図書文化
賞」

80 経済
「在日企業」の産業経済史
その社会的基盤とダイナミズム

韓載香
名古屋大学出版
社

2010年2月
平成22年度「中小企業研究奨励賞・
本賞」（経済部門）


