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＊「政治」分野のテキストで，オススメしたい商品・採用出荷数
　の多い商品などをピックアップしてご紹介いたします。
　テキスト指定のご検討の際，ぜひともお役立てください。
　採用見本献本も承っております。お気軽にご用命ください。
　（献本のお申込みは最終頁でご案内しております）

 

…… ウェブサポートを提供しているテキストです

…… 2色刷のテキストです

…… 頁数が比較的少なめの，読み切りサイズのテキストです

…… スライド資料（PowerPointファイル）を提供している
　　テキストです

　★ ＝ 入門書，  ♣ ＝ 標準的テキスト

…… 各分野で採用出荷数の多い「BEST5」のテキストです

…… 2017年1月以降に刊行された新しいテキストです



政治《目次》

＊2017年2月～11月の有斐閣採用品出荷データによる。

1 2 3 4 5

国際政治学をつかむ

村田晃嗣・君塚直隆・
石川 卓・栗栖薫子・
秋山信将 著
（本体2200円＋税）

政治学の第一歩
砂原庸介・
稗田健志・
多湖 淳 著
（本体1900円＋税）

国際紛争

ジョセフ･S･ナイ･
ジュニア／
デイヴィッド･A･
ウェルチ 著
田中明彦・
村田晃嗣 訳
（本体3000円＋税）

新版

現代政治理論

川崎 修・
杉田 敦編
（本体2000円＋税）

新版

はじめて出会う
政治学

北山俊哉・久米郁男・
真渕 勝 著
（本体1800円＋税）

第3版

原書第10版

政治BEST5
有斐閣 教科書採用ランキング2017

大人のための社会科 …………❸
政治学の第一歩 …………………❹
政治行動論 …………………………❹
比較政治学の考え方 …………❺
ここから始める政治理論 ……❺
はじめての行政学 ………………❻

地方自治論 ………………………❻
国際政治史 ………………………❼
政治学 ………………………………❼
アメリカ政治史 ……………………❽
ウェブサポートサービス，
採用見本献本お申込みのご案内
 …………………………………………❽

❷



★

政治

2017年9月刊

目次

大人のための社会科

・日本社会を切り取る12のキーワード。ゼミや初年次教育にぴったり！
・Facebookページで常に授業に役立つタイムリーな素材を提供。
・古典を含む豊富な文献の引用で，次の学習につながる。

四六判  250頁  本体1500円＋税  978-4-641-14920-5

未来を語るために

井手英策･宇野重規･坂井豊貴･松沢裕作 著

　序　社会をほどき，結びなおすために：反知性主義へのささやかな抵抗
第Ⅰ部　歴史のなかの「いま」
　第１章　GDP：「社会のよさ」とは何だろうか
　第２章　勤労：生きづらさを加速させる自己責任の社会
　第３章　時代：時代を分けることと捉えること
第Ⅱ部　〈私たち〉のゆらぎ
　第４章　多数決：私たちのことを私たちで決める
　第５章　運動：異議申し立てと正統性
　第６章　私：自分の声が社会に届かない
第Ⅲ部　社会を支えるもの
　第７章　公正：等しく扱われること
　第８章　信頼：社会を支えるベースライン
　第９章　ニーズ：税を「取られるもの」から「みんなのたくわえ」に変える
第Ⅳ部　未来を語るために
　第10章　歴史認識：過去をひらき未来につなぐ
　第11章　公：「生活の場」「生産の場」「保障の場」を作りかえる
　第12章　希望：「まだ─ない」ものの力

・著者の専門（財政社会学，政治学，経済
学，歴史学）の知見を，12のキーワード
に凝縮
・とことんわかりやすい語り口でリーダ
ブル。文字フォントも10ポイントと通常
より大きめ
・各章，各部が有機的につながり，理解を
深める

❸
http://www.facebook.com/otoshaka/
〈Facebook ページ〉



政治
砂原庸介･稗田健志･多湖 淳 著

政治学の第一歩★

・これから政治学を学ぼうとする初学者に向けた新しい入門テキスト。
・一貫した視点から，具体例も交え，わかりやすく説明しています。
・演習問題やスライドなど，講義に役立つウェブサポートページも整備。

・「政治行動論」の初学者向けテキスト。
       政治学概論や政治過程論の講義でもご採用いただいています。

・本書で示している問いをディスカッションの題材にするなど，ゼミな
どの少人数講義でも対応可能。

・豊富な実証例を各章に盛り込んで，初学者にもわかりやすく解説しています。

有斐閣ストゥディア  A5判  250頁  本体1900円＋税  978-4-641-15025-6

有斐閣ストゥディア  A5判  208頁  本体1800円＋税  978-4-641-15029-4

有権者は政治を変えられるのか

目次

目次

飯田 健･松林哲也･大村華子 著

政治行動論 ♣

はじめに
第1章　政治のとらえ方
第2章　国家という枠組み
第3章　政治体制
第4章　選挙と投票
第5章　政党と政党システム
第6章　政権とアカウンタビリティ

第7章　執政・立法・司法
第8章　政策過程と官僚制・利益団体
第9章　連邦制と地方制度
第10章　安全保障と平和
第11章　国際政治経済
第12章　国際社会と集団・個人

　序　章　政治行動論とは
第1部　民意の実態
　第1章　民意の分布と形成
　第2章　有権者の政治知識と判断
　第3章　党派性とイデオロギー
第2部　民意と選挙
　第4章　投票参加

　第5章　投票選択
　第6章　選挙と情報
第3部　民意と政策のつながり
　第7章　民意と経済
　第8章　民意と政策
　第9章　選挙制度の影響
　終  章　有権者は政治を変え
              られるのか

2015年10月刊

2015年12月刊

❹



田村哲樹･松元雅和･乙部延剛･山崎 望 著

ここから始める政治理論
・新しい政治理論の入門書。
・具体例や日常の疑問を手がかりにわかりやすく説明。
・演習問題や読書案内なども充実。

有斐閣ストゥディア  A5判  256頁  本体1900円＋税  978-4-641-15042-3

政治

2017年4月刊

目次

久保慶一･末近浩太･高橋百合子 著

比較政治学の考え方

♣

♣

・因果関係の解明に注目し，これまでの研究蓄積を整理・解説。
・各章に設けたコラムでは，世界各地の具体的な事例を説明。
・レポートや卒論を執筆する際に役立つウェブサイトやデータも紹介。

有斐閣ストゥディア  A5判  290頁  本体2000円＋税  978-4-641-15031-7

目次

2016年3月刊

第1章　政治理論の始め方
第2章　政治とは何か？
第3章　「私の勝手」で済むか？
第4章　どうして助け合わなければ
           いけないのか？
第5章　あなたも「不正義」に
            加担している？
第6章　みんなで決めたほうがよい？
第7章　多数決で決めればよい？
第8章　民主主義は
            国境を越えるか？

第9章　「私」とは誰か？
第10章　私は何をどこまでできるのか？
            ／できないのか？
第11章　「私のこと」も政治か？
第12章　「国民である」とは
　　　　どういうことか？
第13章　異文化体験で
           わかりあえるか？
第14章　公共性はどこにある？
第15章　「市民である」とは
           どういうことか？

第1章　比較政治学の方法と着眼点
第2章　国　家
第3章　民 主 化
第4章　民主主義体制の持続
第5章　権威主義体制の持続
第6章　内　戦
第7章　執政制度

第8章　政党制度
第9章　軍
第10章　社会運動
第11章　民族集団
第12章　民主主義の質
第13章　新自由主義経済改革
第14章　比較政治学の方法論と
            着眼点の活用法

❺



政治

北村 亘･青木栄一･平野淳一 著

地方自治論 ♣

2017年12月刊

・中央政府と住民に対する地方政府の「自律性」をキーワードに，地
方自治を読み解く入門書。

・首長・議会・住民がおりなす地方政治の実態についてもカバー。
・地方行政サービスの例として教育・福祉を取り上げ，解説。

有斐閣ストゥディア  A5判  254頁  本体1900円＋税  978-4-641-15048-5

目次

2つの自律性のはざまで

有斐閣ストゥディア  A5判  272頁  本体1900円＋税  978-4-641-15035-5

・基礎的な知識や考え方を丁寧に説明。
・日本の行政の実態もみえてくる。
・各種公務員試験対策にも最適。

目次

伊藤正次･出雲明子･手塚洋輔 著

はじめての行政学♣

2016年10月刊

　第7章　行政を担う人々
　第8章　変化する日本の行政
第3部　公共政策と行政活動
　第9章　行政活動をデザインする
　第10章　法律・条例をつくる
　第11章　予算をつくる
　第12章　行政と社会の
　　　　　インターフェース

第1部　行政と行政学
　第1章　行政とは何か
　第2章　大きくなる政府の役割
　第3章　行政学はどのような学問か
　第4章　新しい行政の見方
第2部　執政制度と行政制度
　第5章　国と自治体を動かすしくみ
　第6章　政府の姿

第1部　地方政府の主人公
　第1章　首　長
　第2章　議　会
　第3章　地方公務員
第2部　自律性Ⅰ：地域社会に対する
　　　　地方政府の自律性
　第4章　住民による統制
　第5章　条例制定
　第6章　地方自治体の組織編成

第3部　自律性Ⅱ：中央政府に対する
　　　　地方政府の自律性
　第7章　地方自治体の権能と大都市制度
　第8章　地方税財政と予算
　第9章　中央政府と地方政府
第4部　2つの自律性の中での
　　　　地方自治の展開
　第10章　学校教育
　第11章　子育て行政
　第12章　高齢者福祉❻



小川浩之･板橋拓己･青野利彦 著

国際政治史
・宗教改革からトランプ大統領の誕生までの約500年間をこの一冊で。
・重要な出来事に絞って，国際政治の大きな流れをつかむ。
・地図や図表も豊富。

有斐閣ストゥディア  A5判  予定250頁  予価2000円＋税  978-4-641-15052-2

政治

2018年3月刊行予定

2017年12月刊

目次

♣

新川敏光･大西 裕･大矢根 聡･田村哲樹 著

政治学
・政治，行政，国際政治など，政治学を体系的に解説。
・対立の構図や矛盾を示しながら，読者自らが考えるためのヒントを提供。
・読むほどに発見のあるテキスト。

四六判  326頁  本体2000円＋税  978-4-641-14922-9

目次

♣

第1章　政治の世界
第2章　政治体制
第3章　政治過程
第4章　リーダーシップと行政

第5章　国際政治
第6章　近代政治の限界
第7章　政治学への招待

　序　章　なぜ国際政治史を学ぶのか
第1部　主権国家体系の誕生と展開
　第1章　近代国家体系の生成
　第2章　勢力均衡とナショナリズム
　第3章　帝国主義の時代
第2部　2度の世界大戦
　第4章　第一次世界大戦の衝撃
　第5章　第一次世界大戦後の国際秩序
　第6章　1930年代の危機と第二次
　　　　　世界大戦
第3部　冷　戦
　第7章　冷戦の起源と分断体制の形成

　第8章　グローバル化する冷戦と
　　　　　危機の時代
　第9章　デタントと同盟関係の変容
　第10章　「新冷戦」から冷戦の
　　　　　終わりへ
第４部　主権国家体系を超えて
　第11章　湾岸戦争とソ連解体
　第12章　EUの誕生と深化・拡大
　第13章　ポスト冷戦期における
　　　　　地域紛争・民族紛争
　第14章　新興国の台頭
　第15章　21世紀の国際政治

❼

Now Printing



政治

有斐閣のテキストはウェブサポートが充実！
●  練習問題の解答例がみられる
●  統計データや，数式の展開など，本を補足するデータがみられる
●  講義用スライドや図表データを入手できる
●  正誤表で最新の状態が確認できる

こちらへアクセス→有斐閣ホームページ
http://www.yuhikaku.co.jp/websupport

＊ウェブサポートを提供している本＊

❸  大人のための社会科 

❹  政治学の第一歩 

❹  政治行動論 

❺  比較政治学の考え方 

❻  地方自治論 

掲載頁 　           書名            ウェブサポートの内容
文献案内／Facebookページで動画や記事など学習素材を提供
演習問題／講義用スライド
講義用スライド
演習問題／教科書・概説書案内／データ・セット案内など
各種講義資料を提供予定

※すべての本で対応しているわけではありません　※ご利用にあたって，お申し込みが必要なものもあります

A5判  予定300頁  予価2300円＋税  978-4-641-14921-2

・建国から現在までの流れをコンパクトに説明。
・年表や歴代大統領一覧など，巻末の資料も豊富。
・日米関係についても随所に盛り込まれている。

目次

久保文明 著

アメリカ政治史 ♣

2018年2月刊行予定

第1章　独立と建国
第2章　民主主義の民主化と内戦
第3章　産業化と多民族国家化
第4章　「フロンティアの消滅」と
　　　　人民党の挑戦
第5章　革新主義の改革と
　　　　その外交政策
第6章　第一次世界大戦と
　　　　「平常への復帰」
第7章　繁栄から大恐慌へ
第8章　ニューディールから
　　　　第二次世界大戦へ

第9章　冷戦の開幕
第10章　抑制から積極的行動へ
第11章　デタント政策と
　　　　大きな政府路線の挫折
第12章　アメリカの保守化と
　　　　冷戦の終焉
第13章　民主党中道派と
　　　　冷戦終結後の政治
第14章　保守の復活と挫折
第15章　オバマ政権
終　章　アメリカ第一主義の展開

＊採用見本献本のご依頼は有斐閣営業部まで

　

＊メールでのご依頼の際には，献本希望商品の書名のほか，お名前／送付先ご住所／所属大学／採用予定
    大学・学部／採用予定講義名をご明記くださいますよう，お願いいたします。
〒101-0051　東京都千代田区神田神保町2-17　　TEL  03-3265-6811／FAX  03-3262-8035

eigyo@yuhikaku.co.jp　　http://www.yuhikaku.co.jp/

Now Printing

web ウェブサポート
講義用資料ほか

❽


