
1 2022年度　4月展示　学習院大学図書館（2022年4月1日発行）

　 本目録稿について

本学教員著作目録稿 （単行書および単行書の一部収録分）

 2021年1月～12月 刊行分

1）学部別教員五十音順名に掲載

2）部分執筆の場合は書名に*を付記

複数著者のうち、一部が部分執筆の場合は書名欄に注記を記載

3）所蔵場所の見方は下記の通り

例 [801A/Ta28r]（請求記号の記載）→大学図書館に所蔵あり

()内には所蔵場所を記載

[独文科]→独文科に所蔵あり

記載なし→学習院に所蔵なし

4）本目録稿の情報は全て2022年2月上旬時点のもの
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法学部

教員名 書名 ISBN 所蔵部署
大図請求記号
（配置場所）

阿部克則 国際法秩序とグローバル経済 : 間宮勇先生追悼* 9784797281248 法経図

広田弘毅 : 常に平和主義者だった 9784623092680
大図・法経図・
日文科・女大図

 289.1A/H74i
（1F開架）

日米開戦の真因と誤算* 9784569850801 所蔵なし

遠藤薫/中田喜万
戦中・戦後日本の〈国家意識〉とアジア : 常民の視座から 
(学習院大学東洋文化研究叢書)*
※ 部分執筆は中田喜万

9784326603442 法経図・女大図

社会とつながる行政法入門 9784641228207 大図・法経図
323.9A/O28s
（1F開架）

行政法Ⅱ　現代行政救済論　第4版 9784641228245 大図・法経図
323.9A/G99g/2
（1F開架）

六法全書 9784641104815
大図・法経図・
女大図

320.9/2/2021
（2F参考）

新基本民法 　物的担保・人的担保の法 9784641138551 法経図
現代フランス法の論点 9784130311953 法経図
有斐閣判例六法　professional = Yuhikaku's statutes and
precedents for professionals　1

9784641004221 法経図・女大図

ポケット六法　令和4年版 9784641009226 所蔵なし
民法学の継承と展開 : 中田裕康先生古稀記念* 9784641138612 法経図

尾形健 憲法秩序の新構想 : 大石眞先生古稀記念論文集* 9784385323176 法経図
紙谷雅子 アメリカ憲法と民主政* 9784792306939 法経図

大橋洋一

井上寿一

大村敦志
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教員名 書名 ISBN 所蔵部署
大図請求記号
（配置場所）

ここだけ押さえる!会社法のきほん : スイスイわかる!グッ
と深まる!

9784816369278 法経図

会社法 9784335315527 大図・法経図
 325.2A/Ka51k
（1F開架）

金融取引小六法 : 判例・約款付 9784766824780 法経図
企業法制の将来展望 : 資本市場制度の改革への提言 9784881777763 法経図
高齢社会における民法・信託法の展開 : 新井誠先生古稀記
念論文集

9784535524521 法経図

拾遺会社法 : 会社法コンメンタールしおり・付録集* 9784785728762 法経図
外国会社・雑則　会社法コンメンタール ; 　19* 9784785728564 法経図

小出篤 数字でわかる会社法 9784641138582 大図・法経図
325.2A/Ta84s
（1F開架）

小塚荘一郎 世界の宇宙ビジネス法 9784785729059 大図・法経図
329.26A/Ko99s
（1F開架）

阪口功
新時代のグローバル・ガバナンス論 : 制度・過程・行為主
体*

9784623089932 法経図

佐瀨裕史 民事訴訟の実像と課題 : 利用者調査の積み重ねが示すもの* 9784641138599 法経図

契約の成立とコーズ : 要素とコーズの史的接点に関する考
察

9784785729134 法経図

総則 9784641150089 大図・法経図
324.1A/Ka17s
（1F開架）

竹中悟人

神田秀樹
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教員名 書名 ISBN 所蔵部署
大図請求記号
（配置場所）

平等の哲学入門 = An introduction to the philosophy of
equality*

9784784515882 法経図

生活の豊かさをどう捉えるか : 生活水準をめぐる経済学と
哲学の対話

9784771035416 大図・法経図
331.74A/Se56s
（1F開架）

間違った医療 : 医学的無益性とは何か* 9784326102952 大図
 490.1A/Sc5m
（1F開架）

長戸貴之 租税法律主義の総合的検討* 9784641228085 法経図
労働者の基本概念 : 労働者性の判断要素と判断方法 9784335358685 法経図
テキストブック労働法 9784502366918 法経図

松元暢子 法学入門 9784641126183 大図・法経図
321A/Sh91h
（1F開架）

村主道美 拉致問題と日朝関係 9784904213957 法経図・女大図

村山健太郎 精読憲法判例 9784335358074 法経図
国際的権利保護制度の構築 : 多様な権利と国際民事執行・
保全法*

9784797254754 法経図

民事手続の中の情報 : 情報化のジレンマに直面する手続法* 9784865564754 法経図

原恵美 担保法の現代的課題 : 新たな担保法制の構想に向けて* 9784785729028 法経図
民法学の継承と展開 : 中田裕康先生古稀記念* 9784641138612 法経図

教育現場と研究者のための著作権ガイド* 9784641243446
大図・法経図・
身体表象

021.2A/U45k
（1F開架）

著作権法入門 9784641243279
大図・法経図・
女大図

021.2A/Sh41c
（1F開架）

特許法入門 9784641243507 法経図
若松良樹 醜い自由 : ミル『自由論』を読む 9784792306953 法経図

山下純司

横山久芳

橋本陽子

長谷部由起子

玉手慎太郎
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経済学部

教員名 書名 ISBN 所蔵部署
大図請求記号
（配置場所）

秋葉淳一
ミライへつなぐロジスティクス : ミナミと学ぶ持続可能な
世界

9784434297625 法経図

浅見裕子 会計利益の基礎概念 9784502373510 法経図

上田隆穂
利益を最大化する価格決定戦略 : 長期的に利益を上げ続け
るための価格マネジメント戦略

9784756921369 大図・法経図
675A/U32r
（1F開架）

清水順子
日本企業の為替リスク管理 : 通貨選択の合理性・戦略・パ
ズル

9784532135188 法経図

鈴木亘 医療崩壊 : 真犯人は誰だ 9784065264171 法経図・女大図
経営学入門 = Introduction to business management 9784000614672 法経図
質の高い研究論文の書き方 : 多様な論者の視点から見えて
くる,自分の論文のかたち*

9784561267478 法経図

宮川努/細野薫 日本経済論 9784502374814 法経図

宮川努
サービス産業の生産性と日本経済 : JIPデータベースによる
実証分析と提言*

9784130403047 法経図

宮川努/滝澤美帆/細野薫 コロナショックの経済学*
※部分執筆は滝澤美帆、細野薫

9784502385919 大図・法経図
332.107A/Mi72k
（1F開架）

守島基博 全員戦力化 : 戦略人材不足と組織力開発 9784532322090 法経図
渡邉真理子 体制転換における国家と市場の相克 : ロシア,中国,中欧* 9784535559912 法経図・女大図

武石彰
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文学部

教員名 書名 ISBN 所蔵部署
大図請求記号
（配置場所）

言葉をもみほぐす 9784000229753 大図
914.6A/A32k
（1F開架）

佐藤真の不在との対話 : 見えない世界を撮ろうとしたド
キュメンタリー映画作家のこと*

9784907497156 所蔵なし

朝倉喬司芸能論集成 : 芸能の原郷漂泊の幻郷* 9784768458914 所蔵なし
震災学 vol.15(2021)* 9784904863732 所蔵なし

これからの教師研究 : 20の事例にみる教師研究方法論 9784489023620 大図
374.3A/A37k
（1F開架）

マルチステークホルダーの視座からみる保幼小連携接続 :
その効果と研修のあり方

9784759923780 大図
376.1A/I17m
（1F開架）

新しい国語 9784487105052 女大図
新しい国語 9784487105069 女大図
発達保育実践政策学研究のフロントランナー 9784805882191 所蔵なし
物語る校長 : 新しい教育リーダーシップ 9784865280234 所蔵なし
保育の心もち2.0 : 新たな窓をひらく 9784564609534 所蔵なし
子どもの理解と保育・教育相談 9784860155469 所蔵なし
園内研修で学びをつなぐ : 園内研修における保育者の学び
の様相

所蔵なし

つなぐ・つなげる・つながりあうリーダーシップ : 私立幼
稚園園長の園運営に関する調査報告

所蔵なし

楽しくなるおもしろくなる園内研修のために : 園内研修事
例集

所蔵なし

子どもの姿からはじめる領域・表現 9784860155384 所蔵なし
食育・アレルギー対応 9784805883341 所蔵なし
保健衛生・安全対策 9784805883358 所蔵なし
調べるまとめる発表する調べ学習パーフェクトガイド : 上
手に情報を得るヒントがたくさん

9784406064200 所蔵なし

赤坂憲雄

秋田喜代美
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教員名 書名 ISBN 所蔵部署
大図請求記号
（配置場所）

保育をひらく「コミュニティコーディネーター」の視点 :
子どもと共に、園とまちをつなぎ、育む

9784577815021 所蔵なし

保育の質を高めるドキュメンテーション : 園の物語りの探
究

9784805882078 所蔵なし

安部清哉
明治初期理科教科書の近代漢語 : 中川重麗『博物学階梯』
にみる実態「影印・翻刻・索引付」

9784909832351 大図・東文研
814A/A12m
（1F開架）

家永遵嗣/海老根量介/鐘
江宏之/亀永洋子/工藤晶
人/佐藤雄介/島田誠/下重
直樹/武内房司/千葉功/保
坂裕興

新・歴史遊学 : 覚える歴史学から考える歴史学へ* 9784634591219
大図・法経図・女大
図・アーカイブ

204A/G16s
（1F開架）

必携教職六法 9784319641260 女大図

公民科教育と学校教育 : 人権と法で深める探求のテーマ78 9784866933672 大図
375.3A/U73k
（1F開架）

梅野正信/斉藤利彦 校友会雑誌にみる「帝国日本」「植民地」「アジア認識」 9784864741552 所蔵なし

パサージュ論　2 9784003246344 大図・女大図
081.2/33D/32(2)
（書庫）

パサージュ論　3 9784003246351 大図・女大図
081.2/33D/32(3)
（書庫）

パサージュ論　4 9784003246368 大図・女大図
081.2/33D/32(4)
（書庫）

パサージュ論　5 9784003246375 大図・女大図
081.2/33D/32(5)
（書庫）

勝又隆 筑紫語学論叢 3* 9784759923735 日文科

大貫敦子

梅野正信

秋田喜代美
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教員名 書名 ISBN 所蔵部署
大図請求記号
（配置場所）

危機下の中古文学* 9784838607440 大図・日文科
910.23A/Ku11k
（1F開架）

神田龍身初期論文集 9784902913088
大図・法経図・史学
科・日文科・史料館

913.3A/Ka51k
（1F開架）

鐘江宏之 正倉院文書研究 17* 9784642089371 所蔵なし

上岡伸雄/小島和男
退屈とポスト・トゥルース : SNSに搾取されないための哲
学*
※部分執筆は小島和男

9784087211535
法経図・英文科・独
文科

革命と献身 9784152100740 所蔵なし
ウォーターダンサー 9784105901745 所蔵なし
デカメロン・プロジェクト : パンデミックから生まれた29
の物語*

9784309208459 所蔵なし

川嵜克哲 コロナ危機とユング心理学* 9784422117133 心理学科

桐山大介
Literature ideas you really need to know : From “mimesis" to
“sexual politics"

9784881987698 所蔵なし

斉藤利彦 国民義勇戦闘隊と学徒隊 : 隠蔽された「一億総特攻」 9784022631084
大図・法経図・教育
学科

210.75A/Sa25k
（1F開架）

下川潔
Locke on knowledge, politics and religion : new
interpretations from Japan

9781350189188 哲学科

杉山直樹 スピノザと十九世紀フランス 9784000010887 大図
135.4A/U45s
（1F開架）

神田龍身

上岡伸雄
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教員名 書名 ISBN 所蔵部署
大図請求記号
（配置場所）

芳賀矢一 : 「国文学」の誕生 9784000269766 大図
910.8A/Ki42k/1
（1F開架）

藤岡作太郎 : 「文明史」の構想 9784000269773 大図
910.8A/Ki42k/2
（1F開架）

佐佐木信綱 : 本文の構築 9784000269780 大図・日文科
910.8A/Ki42k/3
（1F開架）

窪田空穂 : 「評釈」の可能性 9784000269797 大図
910.8A/Ki42k/4
（1F開架）

高木市之助 : 文藝論の探求 9784000269803 大図
910.8A/Ki42k/5
（1F開架）

関彩与子 造形のポエティカ : 日本美術史を巡る新たな地平* 9784909181305 所蔵なし
田上竜也 残酷物語 9784801005853 仏文科
武内房司 中国近代の民衆宗教と東南アジア 9784876364626 所蔵なし

恋する日本史* 9784642083942 大図
 210.04A/N71k
（1F開架）

新体系日本史 5（対外交流史）* 9784634530508 大図
210.08/113ア/5
（1F開架）

ペスト 9784334754495 大図・仏文科
Bunko/C14
（書庫）

カミュ伝 9784797680782 大図・仏文科
950.28A/C14c
（1F開架）

萩尾望都 : 時をつむぐ旅人* 9784144072710 所蔵なし
対談集春風問学* 9784861107689 所蔵なし

中園有希 新・教職のための教育原理* 9784842918020 所蔵なし

長沼豊 人と人をつなぐと、教育も社会も変わる 9784904933176 大図
289.1A/N16n
（1F開架）

冨田祐一 どうする、小学校英語? : 狂騒曲のあとさき* 9784766427882 大図
375.89A/O87d
（書庫）

眞野泰
30-second CNN World News = CNNワールドニュース
culture and society in a changing world

9784255156699 所蔵なし

中条省平

千葉功

鈴木健一
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教員名 書名 ISBN 所蔵部署
大図請求記号
（配置場所）

宮盛邦友
開かれた学校づくりの実践と研究 : 校則、授業を変える生
徒たち : 全国交流集会II期10年をふりかえる*

9784886838964 大図
374A/U84h
（1F開架）

毛利香奈子 うつほ物語 : 国譲巻の世界 9784838607631 大図・日文科
913.34A/I89u
（書庫）

教育と社会* 9784762028373 教育学科
特別活動* 9784762028427 所蔵なし

山﨑準二
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理学部

教員名 書名 ISBN 所蔵部署
大図請求記号
（配置場所）

井田大輔 現代量子力学入門 9784254131406 大図
421.3A/I18g
（1F開架）

諸藤達也
文系でも3時間でわかる超有機化学入門 : 研究者120年の熱
狂

9784785335199 所蔵なし
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国際社会科学部

教員名 書名 ISBN 所蔵部署
大図請求記号
（配置場所）

ネットニュースではわからない本当の日本経済入門 9784492396629 法経図

ビジネス・エコノミクス = Business economics 9784532323806 大図・法経図
331A/I89b
（1F開架）

上級国際貿易 : 理論と実証 9784535559158 法経図
サービス産業の生産性と日本経済 : JIPデータベースによる
実証分析と提言*

9784130403047 法経図

日中韓の輸出企業のダイナミクスの比較 所蔵なし

入江恵 日本語教育の新しい地図 : 専門知識を書き換える* 9784823410222 大図
810.7A/A53n
（1F開架）

久保公二
コロナ禍の途上国と世界の変容 : 軋む国際秩序、分断、格
差、貧困を考える*

9784532135201 法経図

柴田友厚
「モジュール化」対「すり合わせ」 : 日本の産業構造のゆ
くえ

9784910415628 法経図

伊藤元重

乾友彦
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附置研究所

教員名 書名 ISBN 所蔵部署
大図請求記号
（配置場所）

岡田聡宏 語用論のすべて : 生成文法・認知言語学との関連も含めて 9784758923583 大図
801A/I43g
（1F開架）

加藤耕義 昔話の研究と継承 : 小澤俊夫先生卒寿記念論文集* 9784902875973 所蔵なし
熊井信弘 CBS NewsBreak 9784791972302 所蔵なし

高柳信夫
「明治日本と革命中国」の思想史 : 近代東アジアにおける
「知」とナショナリズムの相互還流*

9784623091799
大図・法経図・
東文研

311.2A/Y57m
（1F開架）

谷嶋美和乃 造形のポエティカ : 日本美術史を巡る新たな地平* 9784909181305 所蔵なし

渡邉裕一 疫病・終末・再生 : 中近世キリスト教世界に学ぶ* 9784862853486 大図・女大図
230.4A/J52e
（1F開架）
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