
2022年度講義要項掲載資料 (参考文献含む) 電子ブック購入タイトルリスト
■注意事項 このリストに掲載していない資料でも和書であれば
(全般) 現在導入中の試読サービスで閲覧できる可能性があります。
・電子版の刊行状況や入手の可能性を鑑み、講義要項掲載の版次と多少前後する版を購入していることがあります。 ■試読サービス中のプラットフォーム
・特に受講者が多い講義の場合、同時アクセス1の商品は混み合って閲覧できないこともあると思いますが、 Maruzen eBook Library 
　閲覧可能なタイミングで印刷・保存してご利用ください。
(Maruzen eBook Library) ※2023年3月31日まで。
・「閲覧終了」を押さないでブラウザを閉じてしまうと、タイムアウトするまで他の利用者が使えなくなってしまいますのでご配慮ください。                     ※1タイトル1回5分間の試読が可能です。試読タイトルの印刷・保存はできません。

学部名称 学期 授業名 担当教員名 時限 書名 巻次 版次 出版事項 プラットフォーム URL 教科書/参
考書等

備考（講義
要項の指定
と異なる版
を所蔵して
いる場合）

学部間共
通科目

通年 日本事情Ⅱ 大貫　茂紀 火2 大学でまなぶ日本の歴史  / 木村茂光 [ほか] 編 吉川弘文館 , 2016.4 Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027623 参考文献

学部間共
通科目

通年 日本事情Ⅱ 大貫　茂紀 火2 現代 (いま) を生きる日本史  / 須田努, 清水克行著 岩波書店 , 2014.11 Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000095173 参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ａ（環境・社会・ガバナンス） 米田　篤裕 土3 財政、公共政策、 イノベーション、経済成長  / 青木玲子 [ほ
か] 編 勁草書房 , 2015.6 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022762 参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ｂ（環境・社会・ガバナンス） ホーテス　シュテファン 月3 Sustainability Science Cambridge University
Press , 2012

eBook Academic
Collection
(EBSCOhost) -
Worldwide

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=e0
00xww&AN=498299&db=e000tww

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ｃ（環境・社会・ガバナンス） 米田　篤裕 土1 財政、公共政策、 イノベーション、経済成長  / 青木玲子 [ほ
か] 編 勁草書房 , 2015.6 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022762 参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ａ（国際協力） 中川　康弘 金5 The Sociolinguistics of Globalization Cambridge University
Press , 2010

eBook Academic
Collection
(EBSCOhost) -
Worldwide

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=e0
00xww&AN=324096&db=e000tww

参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ａ（国際協力） 林　光洋 月6 21世紀の資本  / トマ・ピケティ [著] ; 山形浩生, 守岡桜, 森
本正史訳 みすず書房 , 2014.12 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017583 参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ａ（国際協力） 林　光洋 月6

国際開発学入門 : 開発学の学際的構築 = Introduction
to international development studies : an
interdisciplinary approach to development studies  /
大坪滋, 木村宏恒, 伊東早苗編

勁草書房 , 2009.12 Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045425 参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ａ（国際協力） 林　光洋 月6 21世紀の不平等/ アンソニー・B・アトキンソン著 ; 山形浩生,
森本正史訳

東洋経済新報社 ,
2015.12

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044858 参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ａ（国際協力） 林　光洋 月6 貧乏人の経済学 : もういちど貧困問題を根っこから考える  / ア
ビジット・V・バナジー, エスター・デュフロ [著] ; 山形浩生訳 みすず書房 , 2012.4 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032450 参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ａ（国際協力） 林　光洋 月6 貧困なき世界 : 途上国初の世銀チーフ・エコノミストの挑戦  /
ジャスティン・リン著

東洋経済新報社 ,
2016.10

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079133 参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ａ（国際協力） 林　光洋 月6 傲慢な援助  / ウィリアム・イースタリー著 ; 小浜裕久, 織井啓
介, 富田陽子訳

東洋経済新報社 ,
2009.9

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000103893 参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ａ（国際協力） 林　光洋 月6 開発経済学入門 = Introduction to development
economics  / 渡辺利夫著

第3版 東洋経済新報社 ,
2010.2

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000103890 参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ａ（国際協力） 林　光洋 月6 国際協力 : その新しい潮流  / 下村恭民 [ほか] 著 第3版 有斐閣 , 2016.2 Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027846 参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ａ（国際協力） 林　光洋 月6 テキストブック開発経済学  / ジェトロ・アジア経済研究所 [ほか]
編

第3版 有斐閣 , 2015.2 Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026432 参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ａ（国際協力） 林　光洋 月6 ストーリーで学ぶ開発経済学 : 途上国の暮らしを考える  / 黒崎
卓, 栗田匡相著 有斐閣 , 2016.3 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000030838 参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ａ（国際協力） 平澤　敦 月5 はじめての国際経営 = Introduction to international
management  / 中川功一 [ほか] 著 有斐閣 , 2015.4 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025041 参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ａ（国際協力） 平澤　敦 月5 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 , 2014.12 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017881 参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ａ（国際協力） 山田　恭稔 月5

国際開発学入門 : 開発学の学際的構築 = Introduction
to international development studies : an
interdisciplinary approach to development studies  /
大坪滋, 木村宏恒, 伊東早苗編

勁草書房 , 2009.12 Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045425 参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ａ（国際協力） 山田　恭稔 月5 政治  / 山本信人編著 慶應義塾大学出版会 ,
2017.2

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043487 参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ａ（国際協力） 山田　恭稔 月5 社会  / 宮原曉編著 慶應義塾大学出版会 ,
2017.2

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043486 参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ａ（国際協力） 山田　恭稔 月5 環境  / 井上真編著 慶應義塾大学出版会 ,
2017.2

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043485 参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ａ（国際協力） 小澤　勝彦 水4 傲慢な援助  / ウィリアム・イースタリー著 ; 小浜裕久, 織井啓
介, 富田陽子訳

東洋経済新報社 ,
2009.9

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000103893 参考図書

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ａ（国際協力） 花谷　厚 水6

国際開発学入門 : 開発学の学際的構築 = Introduction
to international development studies : an
interdisciplinary approach to development studies  /
大坪滋, 木村宏恒, 伊東早苗編

勁草書房 , 2009.12 Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045425 参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ａ（国際協力） 花谷　厚 水6 ストーリーで学ぶ開発経済学 : 途上国の暮らしを考える  / 黒崎
卓, 栗田匡相著 有斐閣 , 2016.3 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000030838 参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ｂ（国際協力） 中川　康弘 金5 The Sociolinguistics of Globalization Cambridge University
Press , 2010

eBook Academic
Collection
(EBSCOhost) -
Worldwide

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=e0
00xww&AN=324096&db=e000tww

参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ｂ（国際協力） 林　光洋 火6 21世紀の資本  / トマ・ピケティ [著] ; 山形浩生, 守岡桜, 森
本正史訳 みすず書房 , 2014.12 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017583 参照文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ｂ（国際協力） 林　光洋 火6

国際開発学入門 : 開発学の学際的構築 = Introduction
to international development studies : an
interdisciplinary approach to development studies  /
大坪滋, 木村宏恒, 伊東早苗編

勁草書房 , 2009.12 Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045425 参照文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ｂ（国際協力） 林　光洋 火6 21世紀の不平等/ アンソニー・B・アトキンソン著 ; 山形浩生,
森本正史訳

東洋経済新報社 ,
2015.12

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044858 参照文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ｂ（国際協力） 林　光洋 火6 貧乏人の経済学 : もういちど貧困問題を根っこから考える  / ア
ビジット・V・バナジー, エスター・デュフロ [著] ; 山形浩生訳 みすず書房 , 2012.4 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032450 参照文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ｂ（国際協力） 林　光洋 火6 貧困なき世界 : 途上国初の世銀チーフ・エコノミストの挑戦  /
ジャスティン・リン著

東洋経済新報社 ,
2016.10

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079133 参照文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ｂ（国際協力） 林　光洋 火6 傲慢な援助  / ウィリアム・イースタリー著 ; 小浜裕久, 織井啓
介, 富田陽子訳

東洋経済新報社 ,
2009.9

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000103893 参照文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ｂ（国際協力） 林　光洋 火6 開発経済学入門 = Introduction to development
economics  / 渡辺利夫著

第3版 東洋経済新報社 ,
2010.2

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000103890 参照文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ｂ（国際協力） 林　光洋 火6 国際協力 : その新しい潮流  / 下村恭民 [ほか] 著 第3版 有斐閣 , 2016.2 Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027846 参照文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ｂ（国際協力） 林　光洋 火6 テキストブック開発経済学  / ジェトロ・アジア経済研究所 [ほか]
編

第3版 有斐閣 , 2015.2 Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026432 参照文献
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学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ｂ（国際協力） 林　光洋 火6 ストーリーで学ぶ開発経済学 : 途上国の暮らしを考える  / 黒崎
卓, 栗田匡相著 有斐閣 , 2016.3 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000030838 参照文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ｂ（国際協力） 平澤　敦 月6 はじめての国際経営 = Introduction to international
management  / 中川功一 [ほか] 著 有斐閣 , 2015.4 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025041 参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ｂ（国際協力） 平澤　敦 月6 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 , 2014.12 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017881 参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ｂ（国際協力） 山田　恭稔 木6

国際開発学入門 : 開発学の学際的構築 = Introduction
to international development studies : an
interdisciplinary approach to development studies  /
大坪滋, 木村宏恒, 伊東早苗編

勁草書房 , 2009.12 Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045425 参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ｂ（国際協力） 山田　恭稔 木6 政治  / 山本信人編著 慶應義塾大学出版会 ,
2017.2

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043487 参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ｂ（国際協力） 山田　恭稔 木6 社会  / 宮原曉編著 慶應義塾大学出版会 ,
2017.2

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043486 参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ｂ（国際協力） 山田　恭稔 木6 環境  / 井上真編著 慶應義塾大学出版会 ,
2017.2

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043485 参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ｂ（国際協力） 伊藤　晋 金5 大脱出 : 健康、お金、格差の起原  / アンガス・ディートン [著]
; 松本裕訳 みすず書房 , 2014.10 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016968 参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ｂ（国際協力） 伊藤　晋 金5 善意で貧困はなくせるのか? : 貧乏人の行動経済学  / ディー
ン・カーラン, ジェイコブ・アペル[著] ; 清川幸美訳 みすず書房 , 2013.2 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032451 参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ｂ（国際協力） 伊藤　晋 金5 貧乏人の経済学 : もういちど貧困問題を根っこから考える  / ア
ビジット・V・バナジー, エスター・デュフロ [著] ; 山形浩生訳 みすず書房 , 2012.4 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032450 参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ｂ（国際協力） 伊藤　晋 金5
途上国の旅 : 開発政策のナラティブ = Journeys toward
development:narratives on strategy and policy  / 浅
沼信爾, 小浜裕久著

勁草書房 , 2013.9 Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017466 参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ｂ（国際協力） 伊藤　晋 金5 SDGsを学ぶ : 国際開発・国際協力入門  / 高柳彰夫, 大橋
正明編 法律文化社 , 2018.12 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075874 参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ｂ（国際協力） 伊藤　晋 金5 国際協力 : その新しい潮流  / 下村恭民 [ほか] 著 第3版 有斐閣 , 2016.2 Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027846 参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ｂ（国際協力） 伊藤　晋 金5 ストーリーで学ぶ開発経済学 : 途上国の暮らしを考える  / 黒崎
卓, 栗田匡相著 有斐閣 , 2016.3 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000030838 参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ｂ（国際協力） 伊藤　晋 金5 現代アジア経済論 : 「アジアの世紀」を学ぶ  / 遠藤環 [ほか]
編 有斐閣 , 2018.3 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076024 参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ｂ（国際協力） 小澤　勝彦 火5 傲慢な援助  / ウィリアム・イースタリー著 ; 小浜裕久, 織井啓
介, 富田陽子訳

東洋経済新報社 ,
2009.9

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000103893 参考図書

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ｂ（国際協力） 花谷　厚 水5

国際開発学入門 : 開発学の学際的構築 = Introduction
to international development studies : an
interdisciplinary approach to development studies  /
大坪滋, 木村宏恒, 伊東早苗編

勁草書房 , 2009.12 Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045425 参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ｂ（国際協力） 花谷　厚 水5 ストーリーで学ぶ開発経済学 : 途上国の暮らしを考える  / 黒崎
卓, 栗田匡相著 有斐閣 , 2016.3 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000030838 参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ｃ（国際協力） 中川　康弘 金5 The Sociolinguistics of Globalization Cambridge University
Press , 2010

eBook Academic
Collection
(EBSCOhost) -
Worldwide

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=e0
00xww&AN=324096&db=e000tww

参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ｃ（国際協力） 林　光洋 金6 21世紀の資本  / トマ・ピケティ [著] ; 山形浩生, 守岡桜, 森
本正史訳 みすず書房 , 2014.12 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017583 参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ｃ（国際協力） 林　光洋 金6

国際開発学入門 : 開発学の学際的構築 = Introduction
to international development studies : an
interdisciplinary approach to development studies  /
大坪滋, 木村宏恒, 伊東早苗編

勁草書房 , 2009.12 Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045425 参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ｃ（国際協力） 林　光洋 金6 21世紀の不平等/ アンソニー・B・アトキンソン著 ; 山形浩生,
森本正史訳

東洋経済新報社 ,
2015.12

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044858 参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ｃ（国際協力） 林　光洋 金6 貧乏人の経済学 : もういちど貧困問題を根っこから考える  / ア
ビジット・V・バナジー, エスター・デュフロ [著] ; 山形浩生訳 みすず書房 , 2012.4 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032450 参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ｃ（国際協力） 林　光洋 金6 貧困なき世界 : 途上国初の世銀チーフ・エコノミストの挑戦  /
ジャスティン・リン著

東洋経済新報社 ,
2016.10

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079133 参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ｃ（国際協力） 林　光洋 金6 傲慢な援助  / ウィリアム・イースタリー著 ; 小浜裕久, 織井啓
介, 富田陽子訳

東洋経済新報社 ,
2009.9

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000103893 参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ｃ（国際協力） 林　光洋 金6 開発経済学入門 = Introduction to development
economics  / 渡辺利夫著

第3版 東洋経済新報社 ,
2010.2

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000103890 参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ｃ（国際協力） 林　光洋 金6 国際協力 : その新しい潮流  / 下村恭民 [ほか] 著 第3版 有斐閣 , 2016.2 Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027846 参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ｃ（国際協力） 林　光洋 金6 テキストブック開発経済学  / ジェトロ・アジア経済研究所 [ほか]
編

第3版 有斐閣 , 2015.2 Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026432 参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ｃ（国際協力） 林　光洋 金6 ストーリーで学ぶ開発経済学 : 途上国の暮らしを考える  / 黒崎
卓, 栗田匡相著 有斐閣 , 2016.3 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000030838 参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ｃ（国際協力） 平澤　敦 水6 はじめての国際経営 = Introduction to international
management  / 中川功一 [ほか] 著 有斐閣 , 2015.4 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025041 参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ｃ（国際協力） 平澤　敦 水6 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 , 2014.12 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017881 参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ｃ（国際協力） 伊藤　晋 金4 大脱出 : 健康、お金、格差の起原  / アンガス・ディートン [著]
; 松本裕訳 みすず書房 , 2014.10 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016968 参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ｃ（国際協力） 伊藤　晋 金4 善意で貧困はなくせるのか? : 貧乏人の行動経済学  / ディー
ン・カーラン, ジェイコブ・アペル[著] ; 清川幸美訳 みすず書房 , 2013.2 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032451 参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ｃ（国際協力） 伊藤　晋 金4 貧乏人の経済学 : もういちど貧困問題を根っこから考える  / ア
ビジット・V・バナジー, エスター・デュフロ [著] ; 山形浩生訳 みすず書房 , 2012.4 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032450 参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ｃ（国際協力） 伊藤　晋 金4
途上国の旅 : 開発政策のナラティブ = Journeys toward
development:narratives on strategy and policy  / 浅
沼信爾, 小浜裕久著

勁草書房 , 2013.9 Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017466 参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ｃ（国際協力） 伊藤　晋 金4 SDGsを学ぶ : 国際開発・国際協力入門  / 高柳彰夫, 大橋
正明編 法律文化社 , 2018.12 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075874 参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ｃ（国際協力） 伊藤　晋 金4 国際協力 : その新しい潮流  / 下村恭民 [ほか] 著 第3版 有斐閣 , 2016.2 Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027846 参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ｃ（国際協力） 伊藤　晋 金4 ストーリーで学ぶ開発経済学 : 途上国の暮らしを考える  / 黒崎
卓, 栗田匡相著 有斐閣 , 2016.3 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000030838 参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ｃ（国際協力） 伊藤　晋 金4 現代アジア経済論 : 「アジアの世紀」を学ぶ  / 遠藤環 [ほか]
編 有斐閣 , 2018.3 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076024 参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ｃ（国際協力） 小澤　勝彦 火4 傲慢な援助  / ウィリアム・イースタリー著 ; 小浜裕久, 織井啓
介, 富田陽子訳

東洋経済新報社 ,
2009.9

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000103893 参考図書
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学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ｃ（国際協力） 花谷　厚 水5

国際開発学入門 : 開発学の学際的構築 = Introduction
to international development studies : an
interdisciplinary approach to development studies  /
大坪滋, 木村宏恒, 伊東早苗編

勁草書房 , 2009.12 Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045425 参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ｃ（国際協力） 花谷　厚 水5 ストーリーで学ぶ開発経済学 : 途上国の暮らしを考える  / 黒崎
卓, 栗田匡相著 有斐閣 , 2016.3 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000030838 参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ｃ（スポーツ・健康科学） 小峯　力 水5 スポーツビジネス最強の教科書 = The strongest textbook
for sports business learners  / 平田竹男著

東洋経済新報社 ,
2012.10

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015453

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ａ（地域・公共マネジメント） 根本　忠宣 火6 実証分析のための計量経済学 : 正しい手法と結果の読み方  /
山本勲著 中央経済社 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000093464 参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ａ（地域・公共マネジメント） 根本　忠宣 火6 マクロ経済学  / 齊藤誠 [ほか] 著 新版 有斐閣 , 2016.4 Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040142 参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ａ（地域・公共マネジメント） 新原　道信 水6 ヨーロッパ統合の社会史 : 背景・論理・展望  / 永岑三千輝,
廣田功編著

日本経済評論社 ,
2004.2

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002319 参考文献
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通科目

通年 ＦＬＰ演習Ｂ（地域・公共マネジメント） 根本　忠宣 火6 実証分析のための計量経済学 : 正しい手法と結果の読み方  /
山本勲著 中央経済社 Maruzen eBook

Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000093464 参考文献

学部間共
通科目

通年 ＦＬＰ演習Ｂ（地域・公共マネジメント） 根本　忠宣 火6 マクロ経済学  / 齊藤誠 [ほか] 著 新版 有斐閣 , 2016.4 Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040142 参考文献
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通科目

通年 ＦＬＰ演習Ｂ（地域・公共マネジメント） 新原　道信 水6 ヨーロッパ統合の社会史 : 背景・論理・展望  / 永岑三千輝,
廣田功編著

日本経済評論社 ,
2004.2

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002319 参考文献
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廣田功編著

日本経済評論社 ,
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Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002319 参考文献

学部間共
通科目

前期 AI・データサイエンス演習A(1) 中村　周史 水6 マクロ経済学 : アセモグル/レイブソン/リスト  / ダロン・アセモグル,
デヴィッド・レイブソン, ジョン・リスト著 ; 岩本千晴訳

東洋経済新報社 ,
2019.2

Maruzen eBook
Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072686 テキスト

学部間共
通科目

後期 AI・データサイエンス演習A(2) 中村　周史 水6 マクロ経済学 : アセモグル/レイブソン/リスト  / ダロン・アセモグル,
デヴィッド・レイブソン, ジョン・リスト著 ; 岩本千晴訳
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Maruzen eBook
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