
学部 学科・専攻・学域 書籍名 著者名 出版社等 参考価格
（税抜き） 備考

キヨミズ准教授の法学⼊⾨ ⽊村草太 星海社 (新書) ¥840

産業社会学部 学部共通 社会を知るためには 筒井淳也 ちくまプリマ―新書 ¥840

産業社会学部 学部共通 ハイ・コンセプト 「新しいこと」を考え出す⼈の時代 ダニエル・H・ピンク 三笠書房 ¥1,900

産業社会学部 学部共通 オリンピック経済幻想論 アンドル・ジンバリスト（著）／⽥端優（訳） ブックマン社 ¥1,600

産業社会学部 現代社会専攻 Do! ソシオロジー 改訂版 ―現代⽇本を社会学で診る 友枝敏雄・⼭⽥真茂留（編） 有斐閣アルマ ¥1,800

産業社会学部 現代社会専攻 能⼒主義と企業社会 熊沢誠 岩波新書 ¥800

産業社会学部 メディア社会専攻 メディア不信-何が問われているのか 林⾹⾥ 岩波新書 ¥840

産業社会学部 スポーツ社会専攻 スポーツ教養⼊⾨ ⾼峰修 岩波ジュニア新書 ¥840

産業社会学部 ⼦ども社会専攻 ⼦ども⾷堂をつくろう! ── ⼈がつながる地域の居場所づくり 豊島⼦どもWAKUWAKUネットワーク 明⽯書店 ¥1,400

産業社会学部 ⼦ども社会専攻 教育問題はなぜまちがって語られるのか︖－「わかったつもり」からの脱却 広⽥照幸・伊藤茂樹 ⽇本図書センター ¥1,500

産業社会学部 ⼈間福祉専攻 ⼈が⼈のなかで⽣きてゆくこと 中⻄新太郎 はるか書房 ¥1,700

平和主義とは何か 松元雅和 中央公論新社 ¥820

SDGs 危機の時代の羅針盤 南博・稲葉雅紀 岩波書店 ¥820

International Relations: A Very short introduction Christian Reus-Smit Oxford University Press ¥1,628 税込み表記︓⼤学⽣協洋書オンラインストア参照

Pure Invention: How Japan Made the Modern World Matt Alt Constable ¥2,346 税込み表記︓⼤学⽣協洋書オンラインストア参照

International Relations: All That Matters Ken Booth Teach Yourself ¥1,724 税込み表記︓⼤学⽣協洋書オンラインストア参照

The End of the Liberal Order? Niall Ferguson, Fareed Zakaria Oneworld Publications ¥1,340 税込み表記︓⼤学⽣協洋書オンラインストア参照

⼈間の居場所 ⽥原　牧 集英社新書 ¥740

「その⽇暮らし」の⼈類学 ⼩川さやか 光⽂社新書 ¥740

ハイブリッド戦争 ロシアの新しい国家戦略 廣瀬 陽⼦ 現代新書 ¥1,200

バッタを倒しにアフリカへ 前野ウルド浩太郎 光⽂社新書 ¥920

⽂学部 ⼈間研究学域 これが現象学だ ⾕徹 講談社現代新書 ¥880

⽂学部 ⼈間研究学域 倫理学⼊⾨ アリストテレスから⽣殖技術、AIまで 品川哲彦 中公新書 ¥880

⽂学部 ⼈間研究学域 ⼤⼈が⼦どもにおくりとどける40の物語 ⾃⼰形成のためのレッスン ⽮野智司 ミネルヴァ書房 ¥2,400

⽂学部 ⼈間研究学域 ⼦どもの宇宙 河合隼雄 岩波新書 ¥800

⽂学部 ⼈間研究学域 認知バイアス　⼼に潜むすふしぎな働き 鈴⽊宏昭 講談社 ¥1,000

⽂学部 ⽇本⽂学研究学域 漢字の歴史 古くて新しい⽂字の話 笹原宏之 ちくまプリマー新書 ¥840

⽂学部 ⽇本⽂学研究学域 図書館に訊け︕ 井上真琴 ちくま新書 ¥820

⽂学部 ⽇本⽂学研究学域 ⽇本近代⽂学の名作 吉本隆明 新潮⽂庫 ¥460

⽂学部 ⽇本⽂学研究学域 ⽇本⽂学史 ⼩⻄甚⼀ 講談社学術⽂庫 ¥1,000

⽂学部 ⽇本史研究学域 ⽇本の歴史をよみなおす 網野善彦 ちくま学芸⽂庫 ¥1,200

⽂学部 ⽇本史研究学域 古代国家はいつ成⽴したか 都出⽐呂志 岩波新書 ¥858

⽂学部 東アジア研究学域 漢字　⽣い⽴ちとその背景 ⽩川静 岩波新書 ¥840

⽂学部 東アジア研究学域 中国史で読み解く故事成語 阿部幸信 ⼭川出版社 ¥1,800

⽂学部 東アジア研究学域 K-POP 新感覚のメディア ⾦成 岩波新書 ¥840

⽂学部 東アジア研究学域 ⾹港と⽇本 記憶・表象・アイデンティティ 銭俊華 ちくま新書 ¥920

⽂学部 国際⽂化学域 チャリティの帝国 もうひとつのイギリス近現代史 ⾦澤周作 岩波新書 ¥860

⽂学部 国際⽂化学域 ⽇本の道化師 ピエロとクラウンの⽂化史 ⼤島幹雄 平凡社新書 ¥880

⽂学部 国際⽂化学域 喜劇の⼿法 笑いのしくみを探る 喜志哲雄 集英社新書 ¥820

⽂学部 地域研究学域 「流域地図」の作り⽅ 川から地球を考える 岸由⼆ ちくまプリマ―新書 ¥780

⽂学部 地域研究学域 地図で楽しむ京都の近代 上杉和央・加藤政洋編 ⾵媒社 ¥1,600

⽂学部 地域研究学域 観光のレッスン ツーリズム・リテラシー⼊⾨ ⼭⼝誠・須永和博・鈴⽊涼太郎 新曜社 ¥1,400

⽂学部 地域研究学域 聖地巡礼　世界遺産からアニメの舞台まで 岡本亮輔 中公新書 ¥780

⽂学部 国際コミュニケーション学域 魂をゆさぶる歌に出会う アメリカ⿊⼈⽂化のルーツへ ウェルズ恵⼦ 岩波ジュニア新書 ¥860

⽂学部 国際コミュニケーション学域 ことばの⼒学　応⽤⾔語学への招待 ⽩井恭弘 岩波新書 ¥800

⽂学部 ⾔語コミュニケーション学域 やさしい⽇本語̶多⽂化共⽣社会へ 庵功雄 岩波新書 ¥840

⽂学部 ⾔語コミュニケーション学域 ヒトの⾔葉機械の⾔葉 「⼈⼯知能と話す」以前の⾔語学 川添愛 ⾓川新書 ¥900

⽂学部 ⾔語コミュニケーション学域 ⽇本の⽿ ⼩倉朗 岩波新書 ¥700

⽂学部 ⾔語コミュニケーション学域 わかりあえないことから コミュニケーション能⼒とは何か 平⽥オリザ 講談社現代新書 ¥840

⽇本映画史１１０年 四⽅⽥⽝彦　 集英社新書 ¥900

監督⼩津安⼆郎　増補決定版 蓮實重彦 ちきま学芸⽂庫 ¥1,400

情報って何だろう 春⽊良且　 岩波ジュニア新書 ¥860

視覚世界の謎に迫る ⼭⼝真美　 講談社ブルーバックス ¥820

なぜコンピュータの画像はリアルに⾒えるのか 梅津信幸 ＮＴＴ出版 ¥1,900

ゼロ年代の想像⼒ 宇野常寛　 ハヤカワ⽂庫 ¥820

たったひとつの「真実」なんてない 森達也　 ちくまプリマ―新書 ¥820

データ分析の⼒因果関係に迫る思考法 伊藤公⼀朗 光⽂社新書 ¥780

なぜ⽇本は〈メディアミックスする国〉なのか マーク・スタインバーグ・中川譲・⼤塚英志　 ⾓川ＥＰＵＢ選書　０２０ ¥1,900

書物と映像の未来〜グーグル化する世界の知の課題とは ⻑尾真・遠藤薫・吉⾒俊哉（編） 岩波書店 ¥1,500

法学部

国際関係学部

映像学部

各学部　推薦図書⼀覧　【⾐笠キャンパス】

【留意事項】
※参考価格は税抜です。
※第○版といった版の情報は2021 年11 ⽉1 ⽇付の情報です。
※⼀部品切、重版未定になっているものがありますが、web 版、中古等で購⼊が可能です。
※本図書⼀覧の情報は、Honya Club（http://www.honyaclub.com）に基づいています。


