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請求記号 書名 著者名 出版年 出版社

210.76//G39//9 国会の民主的改革 Supreme Commander for the Allied Powers 1996.2 日本図書センター

210.76//H42 国家と歴史 : 戦後日本の歴史問題 波多野 澄雄 2011.11 中央公論新社

219.9//F68 「沖縄問題」とは何か : 「琉球処分」から基地問題まで 藤原書店編集部 2011.2 藤原書店

219.9//Ta23 戦後沖縄と米軍基地 : 「受容」と「拒絶」のはざまで1945?1972年 平良 好利 2012.1 法政大学出版局

304//Ma62 日本の危機 : 私たちは何をしなければならないのか 正村 公宏 2012.12 東洋経済新報社

314.12//O69 日本の国会 : 審議する立法府へ 大山 礼子 2011.1 岩波書店

314.18//H48 国会議員の仕事 : 職業としての政治 林 芳正 2011.3 中央公論新社

319.1022//H44 日中国交正常化 : 田中角栄、大平正芳、官僚たちの挑戦 服部 龍二 2011.5 中央公論新社

319.1022//I21 岐路に立つ日中関係 : 過去との対話・未来への模索 家近 亮子 2012.6 晃洋書房

319.1053//Ta67 日米同盟論 : 歴史・機能・周辺諸国の視点 竹内 俊隆 2011.11 ミネルヴァ書房

319.22//H24 「経済大国」中国はなぜ強硬路線に転じたか : 二〇一〇?二〇一一年 濱本 良一 2012.1 ミネルヴァ書房

319//Ki39 覇権以後の世界秩序 : 海図なき時代と日本の明日 木村 雅昭 2012.3 ミネルヴァ書房

332.106//Mi68 経済政策史の方法 : 緊縮財政の系譜 三和 良一 2012.9 東京大学出版会

332.107//O83 平成不況の本質 : 雇用と金融から考える 大瀧 雅之 2011.12 岩波書店

332.107//To18 日本経済の底力 : 臥龍が目覚めるとき 戸堂 康之 2011.8 中央公論新社

332//I14 中国のジレンマ日米のリスク 市川 眞一 2011.8 新潮社

334.41//F82 在日韓国・朝鮮人 : 若い世代のアイデンティティ 福岡 安則 1993.12 中央公論社

338.3//H44 金融政策の誤算 : 日本の経験とサブプライム問題 服部 茂幸 2008.12 NTT出版

338.3//H47 中央銀行の独立性と金融政策 速水 優 2004.1 東洋経済新報社

338.3//Sh49 日銀はこうして金融政策を決めている : 記者が見た政策決定の現場 清水 功哉 2004.9 日本経済新聞社

338.41//Ko12 通貨の品格 : 円高・円安を超えて 小林 正宏 2012.8 中央公論新社

338//N77 金融入門 日本経済新聞社 2011.1 日本経済新聞出版社

342.1//Ka86 税金を払う人使う人 : 加藤寛・中村うさぎの激辛問答 加藤 寛 2001 日経BP社

図書館ミニ展示「これからの日本を考えよう：第１８３回通常国会スタート」
1月28日に第183回通常国会（会期150日）がスタートしました。安倍首相の所信表明演説では「経済、震災復興、外交・安全保障、教育」がポイン
トとして挙げられました。これらのテーマは今に始まったことではなく、様々な背景を経て、論じられてきたことでもあります。ミニ展示では、上記
ポイントほか国会で議論されそうなテーマに関して、背景や今後のことを学べるような資料を集めました。今国会を機に、これからの世の中・暮らし
がどうなるのか考えてみましょう。
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345.1//H48 税と格差社会 : いま日本に必要な改革とは 林 宏昭 2011.7 日本経済新聞出版社

345.1//Sh83 消費税か貯蓄税か 白川 浩道 2011.9 朝日新聞出版

345.21//Mi24 日本の税金 三木 義一 2012.3 岩波書店

345.7//Z6//2012 図解消費税 桜井 保 1992- 大蔵財務協会

345.71//O53 消費税をどうするか : 再分配と負担の視点から 小此木 潔 2009.9 岩波書店

345.71//O55 最新消費税がよくわかる本 : ポケット図解 奥村 佳史 [2009.5] 秀和システム

347.21//C49 超入門日本国債 千代田 圭之 2003.6 平凡社

368.3//Ta33 自殺予防 高橋 祥友 2006.7 岩波書店

369.3//Ts68 大災害と法 津久井 進 2012.7 岩波書店

369.31//N71 震災復興 : 日本経済の記録 日本経済新聞社 2012.2 日本経済新聞出版社

369.31//Sh69//11 文化遺産の保全と復興の哲学 : 自然との創造的関係の再生 中川 武 2012.4 早稲田大学出版部

369.31//Sh69//13 三陸にジオパークを : 未来のいのちを守るために 高木 秀雄 2012.4 早稲田大学出版部

369.31//Sh69//5 地方自治体は重い負担に耐えられるか : 「民」の力を結集する方法 小林 麻理 2011.12 早稲田大学出版部

369.31//Sh69//8 復興政策をめぐる《正》と《善》 鈴村 興太郎 2012.1 早稲田大学出版部

369.36//I57 原発賠償の行方 井上 薫 2011.11 新潮社

369.4//Sa47 子どもの声を社会へ : 子どもオンブズの挑戦 桜井 智恵子 2012.2 岩波書店

371.42//H85 いじめ臨床 : 歪んだ関係にどう立ち向かうか 本間 友巳 2008.11 ナカニシヤ出版

教職雑誌 授業力&学級統率力．51(2)　特集「“いじめの芽”気づき・潰す日常実践の布石」ほか 2013.2 明治図書出版

教職雑誌 児童心理．67(2)　特集「心が疲れている子」ほか 2013.2 金子書房

教職雑誌 児童心理．66(14)　特集「笑顔のない子」ほか 2012.10 金子書房

城西大学水田記念図書館
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