
講演会詳細

展示場所 ：1階カウンター前 2015/11/13 （11/25更新）

請求記号 書名／論題 著者名／掲載誌 出版社 出版年

［講演会講師著書］
250//R25//5

統合と自立（南北アメリカの500年） 庄司 啓一[ほか] 青木書店 1993.1

［講演会講師著書］
253//A79

アメリカの歴史 : テーマで読む多文化社会の夢と現実 庄司 啓一[ほか] 有斐閣 2003.1

［講演会講師著書］
316.853//A79

エスニック状況の現在 庄司 啓一[ほか] 日本国際問題研究所 1995.2

［講演会講師著書］
332.53//O38

アメリカ経済史の新潮流 庄司 啓一[ほか] 慶應義塾大学出版会 2003.3

［講演会講師著書］
332.53//R25

冷戦後のアメリカ軍需産業 : 転換と多様化への模索 庄司 啓一[ほか] 日本経済評論社 1997.6

319.1//A12 グローバル化と日本の政治・経済 : TPP交渉と日米同盟のゆくえ 阿部 顕三 芦書房 2014.4

332.107//H14 日本の構造「改革」とTPP : ワシントン発の経済「改革」 萩原 伸次郎 新日本出版社 2011.3

332.107//H22 アベノミクスとTPPが創る日本 浜田 宏一 講談社 2013.11

332.11//E59 北海道経済の多面的分析 : TPPによる所得増加への道筋 遠藤 正寛 慶應義塾大学出版会 2014.8

332.2//N69 灼熱アジア : NHKスペシャル : FTA・TPP時代に日本は生き残れるのか NHKスペシャル取材班 講談社 2011.4

333.7//F72 ASEAN大 (メガ) 市場統合と日本 : TPP時代を日本企業が生き抜くには 深沢 淳一 文眞堂 2014.1

498.1//N73 TPPと医療の産業化 二木 立 勁草書房 2012.5

611.1//H85 農業問題 : TPP後、農政はこう変わる 本間 正義 筑摩書房 2014.1

611.1//Ka53 TPPと農業の異次元改革 金子 弘道 東京図書出版 2014.11

611.1//Ta93 官邸農政の矛盾 : TPP・農協・基本計画 田代 洋一 筑波書房 2015.6

611.1//Ta93 ポストTPP農政 : 地域の潜在力を活かすために 田代 洋一 農山漁村文化協会 2014.3

城西大学創立50周年記念水田記念図書館講演会／第7回地域相互協力図書館合同主催公開講座　関連展示

11月25日、城西大学経済学部教授 庄司啓一先生を講師として、図書館主催講演会「ＴＰＰとアメリカの世界戦略 ： オバマ政権の推進するＴＰＰ
の真の狙いは何か」を開催します。これに関連して、TPPについての図書および特集記事が掲載された雑誌を紹介します。

【ミニ展示】ＴＰＰについて、あなたはどう考えますか

http://libopac.josai.ac.jp/top/whatsold.htm#W-151029_2�


611.7//Y16 農家の将来 : TPPと農業・農政の論点 矢口 芳生 農林統計出版 2013.6

612.1//Su96 儲かる農業をやりなさい! : TPPは大チャンス!世界が注目するSATOYAMA 鈴木 渉 マネジメント社 2014.12

612.21//N37 TPPと食料安保 : 韓米FTAから考える 中村 靖彦 岩波書店 2014.1

678.1//Sa52 日本のTPP交渉参加の真実 : その政策過程の解明 作山 巧 文眞堂 2015.1

678.1//U63 日本のTPP戦略 : 課題と展望 馬田 啓一 文眞堂 2012.5

678.1//U63 通商戦略の論点 : 世界貿易の潮流を読む 馬田 啓一 文眞堂 2014.6

678.1//Y49 アジア太平洋の新通商秩序 : TPPと東アジアの経済連携 山澤 逸平 勁草書房 2013.1

678.1//Y49 通商政策の潮流と日本 : FTA戦略とTPP 山澤 逸平 勁草書房 2012.4

678.3//H44 TPP交渉と日米協議 : 日本政府の対応とアメリカの動向 服部 信司 農林統計協会 2014.11

678.3//I76 TPPと日本の決断 : 「決められない政治」からの脱却 石川 幸一 文眞堂 2013.2

678.3//I76 TPP交渉の論点と日本 : 国益をめぐる攻防 石川 幸一 文眞堂 2014.6

678.3//N39 TPP亡国論 中野 剛志 集英社 2011.3

678.3//Sc7 米国の研究者が書いたTPPがよくわかる本 Schott Jeffrey J. 日本経済新聞出版社 2013.1

678.3//Sh35 図解よくわかるFTA自由貿易協定 嶋 正和 日刊工業新聞社 2010.11

678.3//Su96 TPPで暮らしはどうなる? 鈴木 宣弘 岩波書店 2013.7

678.3//Ta57 TPPの正しい議論にかかせない米韓FTAの真実 高安 雄一 学文社 2012.11

678.3//Ta93 TPP問題の新局面 : とめなければならないこれだけの理由 田代 洋一 大月書店 2012.6

雑誌特集記事 「平成の開国」論TPPを糾す 経済．186号 新日本出版社 2011

雑誌特集記事 TPPと日本の農業 経済セミナー．660号 日本評論社 2011

雑誌特集記事 TPPの正体 : 戦略なき開国に将来はあるのか？ 経済界．46(24)号 経済界 2011

雑誌特集記事 TPPと日本 週刊金融財政事情．63(1)号 金融財政事情研究会 2012



雑誌特集記事 農業で稼ぐ! : 高齢化、TPPどんと来い 週刊東洋経済．6406号 東洋経済新報社 2012

雑誌特集記事 TPP全解明 週刊東洋経済．6314号 東洋経済新報社 2011

雑誌特集記事 TPP動く！メガ経済連携を追い風に 商工ジャーナル．40(7)号 日本商工経済研究所 2014

雑誌特集記事 TPP批判―何が起きるか 世界．815号 岩波書店 2011

雑誌特集記事 TPPと日本の選択 世界経済評論．55(3)号 世界経済研究協会 2011

雑誌特集記事 TPPを直視する 賃金と社会保障．1583号 旬報社 2013

雑誌特集記事 仮面国家メキシコ : TPP陰の主役 日経ビジネス．1812号 日経BP社 2015

雑誌特集記事 背水の農 ： TPPショック、5大改革で乗り越えろ 日経ビジネス．1740号 日経BP社 2014

城西大学水田記念図書館


	資料一覧

