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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

学部名 学期名 授業名 担当教員名
開講情
報

書名 版次 出版事項 プラットフォーム URL 教科書/参考書 備考

国情 前期 AI・ロボット法 平野　晋 火4 ロボット法 : AIとヒトの共生にむけて / 平野晋著 増補版 弘文堂 , 2019.10 Maruzen eBook Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084553 教科書

国情 前期
ICTケーススタディ
（ネットワーク構
築）

小花　聖輝 火4
マスタリングTCP/IP<入門編>  / 井上直也,村山公
保,竹下隆史,荒井透,苅田幸雄 著

第6版 オーム社 , 2019.11 Maruzen eBook Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002727 参考文献

国情 前期
Practical English
for Informatics

橋本　健広 月3
Invitation to computer science / G. Michael
Schneider, Judith L. Gersting, Bo Brinkman

7th Cengage , c2010 Maruzen eBook Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046752 テキスト

国情 前期 インターネット概論 岡嶋　裕史 金2
マスタリングTCP/IP<入門編>  / 井上直也,村山公
保,竹下隆史,荒井透,苅田幸雄 著

第6版 オーム社 , 2019.11 Maruzen eBook Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002727 参考文献

国情 前期 インターネット概論 岡嶋　裕史 金2
構造化するウェブ : ウェブの理想型を実現する技
術とは / 岡嶋裕史 著

講談社 , 2007.11 Maruzen eBook Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057289 参考文献

国情 前期 金融情報システム論 新野　隆 土2 金融読本 / 島村高嘉, 中島真志著 第30版
東洋経済新報社 ,
2020.3

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057797 旧(第30版)

国情 後期 刑事法（概論） 中村　真利子 火2 基礎から学ぶ刑事法 / 井田良 著 第6版 有斐閣 , 2017.4 Maruzen eBook Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043496 テキスト

国情 後期
行政法（情報行政
法）

岩隈　道洋 水1 つかむ・つかえる行政法 / 吉田利宏 著 第2版 法律文化社 , 2017.9 Maruzen eBook Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064556 テキスト

国情 後期
行政法（情報行政
法）

岩隈　道洋 水1 はじめての行政法 / 石川敏行 [ほか] 著 第4版 有斐閣 , 2018.4 Maruzen eBook Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000055912 参考書

国情 後期
行政法（情報行政
法）

岩隈　道洋 水1
公共政策を学ぶための行政法入門 / 深澤龍一郎,
大田直史, 小谷真理編

法律文化社 , 2018.3 Maruzen eBook Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064566 参考書

国情 後期
行政法（情報行政
法）

岩隈　道洋 水1 行政法読本 / 芝池義一著 第4版 有斐閣 , 2016.3 Maruzen eBook Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027837 参考書

国情 後期
行政法（情報行政
法）

岩隈　道洋 水1
行政法判例50! / 大橋真由美, 北島周作, 野口貴公
美著

有斐閣 , 2017.11 Maruzen eBook Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000050851 判例集

国情 後期 国際情報演習Ⅰ 岩隈　道洋 木5 憲法 / 芦部信喜,高橋和之 著 第7版 岩波書店 , 2019.3 Maruzen eBook Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076033

国情 後期 国際情報演習Ⅰ 須藤　修 木5
Artificial Intelligence in Society / OECD
Publishing

OECD , c2019
OECD-iLibrary
Books&Papers

https://doi.org/10.1787/eedfee77-en 参考文献

国情 後期 国際情報演習Ⅰ 須藤　修 木5
AI Index Report 2021 / Stanford University
Human-Centered AI Institute

Stanford University
Human-Centered
AI Institute , 2021

Stanford University
Human-Centered
Artificial Intelligence

https://aiindex.stanford.edu/ai-index-report-2021/ 参考文献 フリーアクセス

国情 後期 国際情報演習Ⅰ 平野　晋 木5 ロボット法 : AIとヒトの共生にむけて / 平野晋著 増補版 弘文堂 , 2019.10 Maruzen eBook Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084553 教科書

国情 前期 国際情報演習Ⅱ 須藤　修 火3
Artificial Intelligence in Society / OECD
Publishing

OECD , c2019
OECD-iLibrary
Books&Papers

https://doi.org/10.1787/eedfee77-en 参考文献

国情 前期 国際情報演習Ⅱ 須藤　修 火3
AI Index Report 2021 / Stanford University
Human-Centered AI Institute

Stanford University
Human-Centered
AI Institute , 2021

Stanford University
Human-Centered
Artificial Intelligence

https://aiindex.stanford.edu/ai-index-report-2021/ 参考文献 フリーアクセス

国情 前期 国際情報演習Ⅱ 平野　晋 木4 ロボット法 : AIとヒトの共生にむけて / 平野晋著 増補版 弘文堂 , 2019.10 Maruzen eBook Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084553 教科書

国情 後期 国際情報演習Ⅲ 須藤　修 火3
Artificial Intelligence in Society / OECD
Publishing

OECD , c2019
OECD-iLibrary
Books&Papers

https://doi.org/10.1787/eedfee77-en 参考文献

国情 後期 国際情報演習Ⅲ 須藤　修 火3
AI Index Report 2021 / Stanford University
Human-Centered AI Institute

Stanford University
Human-Centered
AI Institute , 2021

Stanford University
Human-Centered
Artificial Intelligence

https://aiindex.stanford.edu/ai-index-report-2021/ 参考文献 フリーアクセス

国情 後期 国際情報演習Ⅲ 平野　晋 木4 ロボット法 : AIとヒトの共生にむけて / 平野晋著 増補版 弘文堂 , 2019.10 Maruzen eBook Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084553 教科書

国情 前期 国際情報演習Ⅳ 須藤　修 火4
Artificial Intelligence in Society / OECD
Publishing

OECD , c2019
OECD-iLibrary
Books&Papers

https://doi.org/10.1787/eedfee77-en 参考文献

国情 前期 国際情報演習Ⅳ 須藤　修 火4
AI Index Report 2021 / Stanford University
Human-Centered AI Institute

Stanford University
Human-Centered
AI Institute , 2021

Stanford University
Human-Centered
Artificial Intelligence

https://aiindex.stanford.edu/ai-index-report-2021/ 参考文献 フリーアクセス

国情 前期 国際情報演習Ⅳ 平野　晋 木3 ロボット法 : AIとヒトの共生にむけて / 平野晋著 増補版 弘文堂 , 2019.10 Maruzen eBook Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084553 教科書

国情 後期 国際情報演習Ⅴ 須藤　修 火4
Artificial Intelligence in Society / OECD
Publishing

OECD , c2019
OECD-iLibrary
Books&Papers

https://doi.org/10.1787/eedfee77-en 参考文献

(全般)
・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
・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。

　閲覧可能なタイミングで印刷・保存して使用するようにご案内ください。

このリストに掲載していない資料でも和書であれば

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。

■試読サービス中のプラットフォーム

Maruzen eBook Library 約70,000点の試読が可能

※2023年3月31日まで。

※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

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084553
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002727
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046752
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002727
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057289
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057797
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043496
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064556
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000055912
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064566
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027837
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000050851
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https://doi.org/10.1787/eedfee77-en
https://aiindex.stanford.edu/ai-index-report-2021/
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084553
https://doi.org/10.1787/eedfee77-en
https://aiindex.stanford.edu/ai-index-report-2021/
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084553
https://doi.org/10.1787/eedfee77-en
https://aiindex.stanford.edu/ai-index-report-2021/
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084553
https://doi.org/10.1787/eedfee77-en
https://aiindex.stanford.edu/ai-index-report-2021/
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084553
https://doi.org/10.1787/eedfee77-en
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書名 版次 出版事項 プラットフォーム URL 教科書/参考書 備考

国情 後期 国際情報演習Ⅴ 須藤　修 火4
AI Index Report 2021 / Stanford University
Human-Centered AI Institute

Stanford University
Human-Centered
AI Institute , 2021

Stanford University
Human-Centered
Artificial Intelligence

https://aiindex.stanford.edu/ai-index-report-2021/ 参考文献 フリーアクセス

国情 後期 国際情報演習Ⅴ 平野　晋 木3 ロボット法 : AIとヒトの共生にむけて / 平野晋著 増補版 弘文堂 , 2019.10 Maruzen eBook Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084553 教科書

国情 前期 国際情報概論 須藤　修 木2
Artificial Intelligence in Society / OECD
Publishing

OECD , c2019
OECD-iLibrary
Books&Papers

https://doi.org/10.1787/eedfee77-en 参考文献

国情 前期 国際情報概論 須藤　修 木2
AI Index Report 2021 / Stanford University
Human-Centered AI Institute

Stanford University
Human-Centered
AI Institute , 2021

Stanford University
Human-Centered
Artificial Intelligence

https://aiindex.stanford.edu/ai-index-report-2021/ 参考文献 フリーアクセス

国情 後期 消費者保護法 中島　美香 火4 基本講義消費者法 / 中田邦博, 鹿野菜穂子編 第4版 日本評論社 , 2020.3 Maruzen eBook Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091140

国情 前期 情報セキュリティ論 松崎　和賢 金5
マスタリングTCP/IP<入門編>  / 井上直也,村山公
保,竹下隆史,荒井透,苅田幸雄 著

第6版 オーム社 , 2019.11 Maruzen eBook Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002727 参考文献

国情 後期 情報と憲法 岩隈　道洋 金1 憲法 / 芦部信喜,高橋和之 著 第7版 岩波書店 , 2019.3 Maruzen eBook Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076033 テキスト

国情 前期 情報と国家安全保障 岩隈　道洋 月2
Cyber attacks and international law on the use of
force : the turn to information ethics / Sauli
Haataja

Routledge ,
2018.12

Taylor & Francis eBooks https://www.taylorfrancis.com/books/9781351057028 参考文献

国情 前期 情報と国家安全保障 岩隈　道洋 月2
The Evolution of Cyber War:International Norms
for Emerging-Technology Weapons '15 / Brian
M. Mazanec

Potomac Books,
Inc. , 2015.11

ProQuest Ebook Central -
Academic Complete
International

https://ebookcentral.proquest.com/lib/chuouniv-
ebooks/detail.action?docID=4012433 参考文献

国情 前期 情報と国家安全保障 岩隈　道洋 月2 入門講義安全保障論 / 宮岡勲著
慶應義塾大学出版会
, 2020.5

Maruzen eBook Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090820 準テキスト

国情 前期 情報と国際政治 竹内　雅俊 火2
The Information Revolution and World Politics /
Elizabeth Hanson

Rowman &
Littlefield
Publishers , 2008

eBook Academic
Collection (EBSCOhost)

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db
=e000xww&AN=590922&db=e000tww 参考文献

国情 前期
民事法（総則と情報
契約法）

中島　美香 火2 民事法入門 / 野村豊弘著 第8版 有斐閣 , 2019.11 Maruzen eBook Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086431 テキスト

国情 前期
民事法（総則と情報
契約法）

中島　美香 火2 総則 / 山田卓生 [ほか] 著 第4版 有斐閣 , 2018.1 Maruzen eBook Library https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052224 参考文献

https://aiindex.stanford.edu/ai-index-report-2021/
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084553
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https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091140
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https://www.taylorfrancis.com/books/9781351057028
https://ebookcentral.proquest.com/lib/chuouniv-ebooks/detail.action?docID=4012433
https://ebookcentral.proquest.com/lib/chuouniv-ebooks/detail.action?docID=4012433
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090820
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=e000xww&AN=590922&db=e000tww
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=e000xww&AN=590922&db=e000tww
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086431
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052224
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