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資料ID 書誌情報 請求番号 配架場所
10092065 カリフォルニア・オーガニックトリップ : サンフランシスコ&ワインカ

ントリーのスローライフへ! / 関根絵里文・写真. -- ダイヤモンド・ビッ

グ社, 2014.8. -- (地球の歩き方gem stone ; 060).

295.393/Se36 一般図書

10092064 アメリカは本当に「貧困大国」なのか? / 冷泉彰彦著. -- 阪急コミュニ

ケーションズ, 2010.7.

302.53/R25 一般図書

10092071 アメリカは変われるか? : 立ち上がる市民たち! / 堤未果著. -- 大月書店,

2009.3. -- (クレスコファイル ; 2).

302.53/Ts94 一般図書

10075099 オバマ演説集 / [バラク・オバマ述] ; 三浦俊章編訳. -- 岩波書店, 2010.1.

-- (岩波新書 ; 新赤版 1226).

310.4/O11 新書・文庫

コーナー

10091985 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.

331.85/P64 一般図書

10083765 アイデンティティ経済学 / ジョージ・A・アカロフ, レイチェル・E・ク

ラントン著 ; 山形浩生, 守岡桜訳. -- 東洋経済新報社, 2011.8.

331/A33 一般図書

10071894 経済政策の理論と現実 / 長谷川啓之編 ; 馬場正弘, 辻忠博, 安藤潤著. --

学文社, 2009.2.

332.107/H36 一般図書

10026297 アメリカ経済の歴史 : 1492-1993 / 秋元英一著. -- 東京大学出版会,

1995.2.

332.53/A35 一般図書

10054078 アメリカ経済と軍拡 : 産業荒廃の構図 / R.ディグラス著 ; 藤岡惇訳. -- ミ

ネルヴァ書房, 1987.4.

332.53/D53 一般図書

11001056 オバマの経済政策とアベノミクス : 日米の経済政策はなぜこうも違うの

か / 萩原伸次郎著. -- 学習の友社, 2015.5.

332.53/H14 一般図書

90019284 知識ゼロからのアメリカ経済入門 / 河村哲二, 弘兼憲史著. -- 幻冬舎,

2009.8.

332.53/Ka95 一般図書

10071860 G・W・ブッシュ政権の経済政策 : アメリカ保守主義の理念と現実 / 河

音琢郎, 藤木剛康編著. -- ミネルヴァ書房, 2008.10.

332.53/Ka96 一般図書

10039715 アメリカ経済 : 市場至上主義の限界 / 丸茂明則著. -- 中央経済社, 2002.8. 332.53/Ma55 一般図書

10039743 最新アメリカ経済複合概論 / 松村學著. -- 多賀出版, 2002.2. 332.53/Ma82 一般図書

10030777 現代アメリカ経済入門 / 宮本邦男著. -- 日本経済新聞社, 1997.4. 332.53/MI77 一般図書

10052487 アメリカ経済論 / 村山裕三, 地主敏樹編著. -- ミネルヴァ書房, 2004.5. --

(現代世界経済叢書 ; 3).

332.53/Mu62 一般図書

10090388 現代アメリカ経済分析 : 理念・歴史・政策 / 中本悟, 宮崎礼二編. -- 日本

評論社, 2013.9.

332.53/N36 一般図書

10067857 アメリカの経済政策 : 強さは持続できるのか / 中尾武彦著. -- 中央公論

新社, 2008.2. -- (中公新書 ; 1932).

332.53/N41 新書・文庫

コーナー

10067661 現代アメリカの経済政策と格差 : 経済的自由主義政策批判 / 坂井誠著. --

日本評論社, 2007.5.

332.53/Sa29 一般図書

10092070 アメリカ経済とグローバル化 / 渋谷博史, 樋口均, 塙武郎編. -- 学文社,

2013.4. -- (グローバル化を読みとく ; 2).

332.53/Sh23 一般図書

10079038 米国経済の基礎知識 : 超大国の実像とオバマ大統領の政策 / 眞銅竜日郎,

桜内政大編著. -- ジェトロ, 2010.1.

332.53/Sh62 一般図書



10047854 現代アメリカ経済論 : 1960〜2000 / 塩田長英著. -- 増補版. -- 多賀出版,

1999.3.

332.53/Sh72 一般図書

10069644 世界を不幸にするアメリカの戦争経済 : イラク戦費3兆ドルの衝撃 /

ジョセフ・E・スティグリッツ, リンダ・ビルムズ著 ; 楡井浩一訳. -- 徳

間書店, 2008.5.

332.53/St6 一般図書

10047857 アメリカ・ヨーロッパ経済の常識 / 田中文憲著. -- ムイスリ出版,

2003.3.

332.53/Ta84 一般図書

10045273 米国経済の真実 : 成長のダイナミズムは健在か / 東京三菱銀行調査室編

著. -- 東洋経済新報社, 2002.11.

332.53/To46 一般図書

10092508 Lean in (リーン・イン) : 女性、仕事、リーダーへの意欲 / シェリル・サ

ンドバーグ著 ; 村井章子訳. -- 日本経済新聞出版社, 2013.6.

335.13/Sa62 一般図書

10060823 アメリカの連邦財政 / 渋谷博史, 渡瀬義男編. -- 日本経済評論社, 2006.2.

-- (アメリカの財政と福祉国家 ; 1).

342.53/Sh23 一般図書

10060890 アメリカの州・地方財政 / 渋谷博史, 前田高志編. -- 日本経済評論社,

2006.5. -- (アメリカの財政と福祉国家 ; 2).

342.53/Sh23 一般図書

10068336 アメリカの民間医療保険 / 中浜隆著. -- 日本経済評論社, 2006.6. -- (アメ

リカの財政と福祉国家 ; 7).

364.4/N33 一般図書

10060824 アメリカの年金と医療 / 渋谷博史, 中浜隆編. -- 日本経済評論社, 2006.4.

-- (アメリカの財政と福祉国家 ; 3).

364.6/Sh23 一般図書

10039730 アメリカ / 藤田伍一, 塩野谷祐一編. -- 東京大学出版会, 2000.3. -- (先進

諸国の社会保障 ; 7).

364/F67 一般図書

10060835 ニッケル・アンド・ダイムド : アメリカ下流社会の現実 / バーバラ・

エーレンライク著 ; 曽田和子訳. -- 東洋経済新報社, 2006.8.

366.4/E36 一般図書

10091452 ハウスワイフ2.0 / エミリー・マッチャー著 ; 森嶋マリ訳. -- 文藝春秋,

2014.2.

367.253/Ma71 トピック

コーナー

90019617 セカンド・シフト : 第二の勤務 : アメリカ共働き革命のいま / アー

リー・ホックシールド著 ; 田中和子訳. -- 朝日新聞社, 1990.7.

367.4/H81 一般図書

10020189 新しい女性の創造 / ベティ・フリーダン著 ; 三浦冨美子訳 ; : 新装版. --

増補版. -- 大和書房, 1986.3.

367/F47 一般図書

10086833 (株)貧困大国アメリカ / 堤未果著. -- 岩波書店, 2013.6. -- (岩波新書 ; 新

赤版 1430).

368.2/Ts94 新書・文庫

コーナー

10067371 ルポ貧困大国アメリカ / 堤未果著 ; [1], 2. -- 岩波書店, 2008.1-. -- (岩波

新書 ; 新赤版 1112, 1225).

368.2/Ts94/1 新書・文庫

コーナー

10076133 ルポ貧困大国アメリカ / 堤未果著 ; [1], 2. -- 岩波書店, 2008.1-. -- (岩波

新書 ; 新赤版 1112, 1225).

368.2/Ts94/2 新書・文庫

コーナー

10060891 アメリカの貧困と福祉 / 渋谷博史, C.ウェザーズ編. -- 日本経済評論社,

2006.7. -- (アメリカの財政と福祉国家 ; 4).

369/Sh23 一般図書

10092102 エディブル・スクールヤード : 学校を食べちゃおう! / アリス・ウォー

タース著 : 八須理明訳 : 高橋良枝訳 : 吉開俊也日本語版構成・監修. -- コ

ンパッソ, 2015.3.

374.97/W47 一般図書

10059001 アメリカ / 本間千枝子, 有賀夏紀著. -- 農山漁村文化協会, 2004.4. -- (世

界の食文化 / 石毛直道監修 ; 12).

383.8/Se22/12 一般図書

10055367 戦争民営化 : 10兆円ビジネスの全貌 / 松本利秋〔著〕. -- 祥伝社,

2005.8. -- (祥伝社新書 ; 018).

393.25/Ma81 一般図書



10066725 戦争の経済学 / ポール・ポースト著 ; 山形浩生訳. -- バジリコ, 2007.11. 393.7/P76 一般図書

10092103 市場原理とアメリカ医療 / 石川義弘著. -- 医学通信社, 2007.7. 498.13/I76 一般図書

10073908 食の安全 : 政治が操るアメリカの食卓 / マリオン・ネッスル [著] ; 久保

田裕子, 広瀬珠子訳. -- 岩波書店, 2009.7.

498.54/N66 一般図書

10039570 沈黙の春 / レイチェル・カーソン著 ; 青樹簗一訳 ; : [新装版]. -- 新潮社,

2001.6.

519/C22 一般図書

10069634 世界のフードシステム / 堀口健治, 下渡敏治編集. -- 農林統計協会,

2005.6. -- (フードシステム学全集 ; 第8巻).

588.09/F52/8 一般図書

10092066 アリスのオーガニックレシピ / アリス・ウォータース, NHKエンタープ

ライズ取材班著. -- 文藝春秋, 2014.3.

596.23/W47 一般図書

10092067 アートオブシンプルフード / アリス・ウォータース著 ; パトリシア・

カータンイラストレーション ; 堀口博子 [ほか] 訳. -- 小学館, 2012.7.

596.23/W47 一般図書

10092068 アリスのおいしい革命 / アリス・ウォータース, NHKエンタープライズ

取材班著. -- 文藝春秋, 2013.9.

596.23/W47 一般図書

10092069 アリス・ウォータースの世界 : 「オーガニック料理の母」のすべてがわ

かる. -- 小学館, 2013.12.

596.23/W47 一般図書

10092291 シェ・パニースへようこそ : レストランの物語と46レシピ / アリス・

ウォータース著 ; アン・アーノルド絵 ; 坂原幹子訳. -- 京阪神エルマガ

ジン社, 2013.11.

596.23/W47 一般図書

10092509 地域の味がまちをつくる : 米国ファーマーズマーケットの挑戦 / 佐藤亮

子著. -- 岩波書店, 2006.5.

611.46/Sa85 一般図書

10071885 農業経済学 / 荏開津典生著. -- 第3版. -- 岩波書店, 2008.9. -- (岩波テキス

トブックス).

611/E28 一般図書

10087495 美味しい革命 : アリス・ウォータースと「シェ・パニース」の人びと /

トーマス・マクナミー著 ; 萩原治子訳. -- 早川書房, 2013.6.

673.973/Ma23 トピック

コーナー

10076062 稼ぐ妻・育てる夫 : 夫婦の戦略的役割交換 : アメリカ人52人のワーク・

ライフ・バランス / 治部れんげ著. -- 勁草書房, 2009.4.

367.3/J46 一般図書

10092072 現代アメリカ経済論 : アメリカにおける資本主義の精神 / 中臣久著. --

日本評論社, 2013.5.

332.53/N43 一般図書


