
　　　　
宮島　喬・佐藤成基・
小ヶ谷千穂／編
Ａ５判 252 ページ 
定価 2,700 円（本体 2,500 円）
ISBN 978-4-641-17406-1

　　　　国際社会学 現代人の
国際社会学・入門
トランスナショナリズムという視点

西原和久・樽本英樹／編
有斐閣コンパクト
四六判 332 ページ 
定価 2,484 円（本体 2,300 円）
ISBN 978-4-641-17421-4詳細をみる

Ⅰいま知りたいキーワードとその背景を読み解く

詳細をみる

千田有紀・中西祐子・
青山　薫／著
テキストブックス［つかむ］
Ａ５判 242 ページ 
定価 2,052 円（本体 1,900 円）
ISBN 978-4-641-17716-1

ジェンダー論を
つかむ

女性学・男性学
ジェンダー論入門 　   改訂版

伊藤公雄・樹村みのり・
國信潤子／著

有斐閣アルマ 四六判 338 ページ 
定価 2,052 円（本体 1,900 円）
ISBN 978-4-641-12428-8詳細をみる 詳細をみる

移民問題／
人種・民族差別

“ガラスの天井”
女性の社会進出

　　　　
蒲島郁夫・竹下俊郎・
芹川洋一／著

有斐閣アルマ 四六判 324 ページ 
定価 2,268 円（本体 2,100 円）
ISBN 978-4-641-12423-3

　　　　メディアと
政治　改訂版

スケープ
ゴーティング
誰が，なぜ「やり玉」に挙げられるのか

釘原直樹／編

Ａ５判 264 ページ 
定価 2,808 円（本体 2,600 円）
ISBN 978-4-641-17405-4詳細をみる 詳細をみる

飯田　健・松林哲也・
大村華子／著
有斐閣ストゥディア
Ａ５判 208 ページ 
定価 1,944 円（本体 1,800 円）
ISBN 978-4-641-15029-4

アカウンタビリティ
改革の政治学
高橋百合子／編

Ａ５判 318 ページ 
定価 4,968 円（本体 4,600 円）
ISBN 978-4-641-14912-0

詳細をみる 詳細をみる

岩本武和・奥　和義・小倉明浩・
河崎信樹・金　早雪・星野　郁／著

有斐閣アルマ 四六判 354 ページ 
定価 2,592 円（本体 2,400 円）
ISBN 978-4-641-12461-5

FTA・TPP の政治学
貿易自由化と安全保障・社会保障

大矢根　聡・大西　裕／編

Ａ５判 292 ページ 
定価 4,104 円（本体 3,800 円）
ISBN 978-4-641-14915-1

グローバル・
エコノミー 

第 3版

詳細をみる 詳細をみる

　　　　政治行動論
有権者は

政治を変えられるのか

メディア戦略

民主主義／
選挙　

貿易自由化・
   TPP　
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http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641174061?2016election
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641174214?2016election
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641177161?2016election
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641124288?2016election
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641174054?2016election
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641124233?2016election
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641150294?2016election
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641149120?2016election
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641149151?2016election
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641124615?2016election


Ⅱ アメリカを知る

樋口範雄／著
四六判 304 ページ 
定価 2,376 円（本体 2,200 円）
ISBN 978-4-641-04812-6

アメリカ法
判例百選
樋口範雄・柿嶋美子・
浅香吉幹・岩田　太／編

別冊ジュリスト
Ｂ５判 272 ページ 
定価 2,808 円（本体 2,600 円）
ISBN 978-4-641-11513-2詳細をみる 詳細をみる

久保文明・砂田一郎・
松岡　泰・森脇俊雅／著
 有斐閣アルマ 
四六判 330 ページ 
定価 2,268 円（本体 2,100 円）
ISBN 978-4-641-12403-5

　　　　はじめての
アメリカ法

補訂版

アメリカ政治
新版

詳細をみる

中島琢磨／著

Ａ５判 406 ページ 
定価 5,184 円（本体 4,800 円）
ISBN 978-4-641-04999-4

日米関係史
五百旗頭　真／編

有斐閣ブックス
Ａ５判 420 ページ 
定価 2,592 円（本体 2,400 円）
ISBN 978-4-641-18357-5

沖縄返還と
日米安保体制

詳細をみる 詳細をみる
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村田晃嗣／著
 
四六判 294 ページ 
定価 2,592 円（本体 2,400 円）
ISBN 978-4-641-04984-0

現代アメリカ
外交の変容

レーガン，ブッシュから
オバマへ

詳細をみる

渡辺　靖／編

有斐閣アルマ 
四六判 300 ページ 
定価 2,052 円（本体 1,900 円）
ISBN 978-4-641-12419-6

現代アメリカ

詳細をみる

明石紀雄・飯野正子／著

有斐閣選書  四六判 450 ページ 
定価 2,916 円（本体 2,700 円）
ISBN 978-4-641-28122-6

エスニック・
アメリカ

多文化社会における
共生の模索
第3版

詳細をみる 詳細をみる

有賀夏紀・油井大三郎／編

有斐閣アルマ 
四六判 354 ページ 
定価 2,376 円（本体 2,200 円）
ISBN 4-641-12162-1

アメリカの
歴史

テーマで読む
多文化社会の夢と現実

日米関係

法律

政治

経済

社会・
文化・
歴史

河村哲二／著

有斐閣アルマ 
四六判 398 ページ 
定価 2,484 円
（本体 2,300 円）
ISBN 4-641-12170-2

現代アメリカ
経済

詳細をみる

安部悦生・
壽永欣三郎・
山口一臣／著

有斐閣ブックス 
A５判 374 ページ 
定価 2,916 円
（本体 2,700 円）
ISBN 4-641-08665-6

ケースブック
アメリカ経営史

詳細をみる

萩原伸次郎／著

 

A５判  294 ページ 
定価 3,240 円
（本体 3,000 円）
ISBN 4-641-06768-6

アメリカ
経済政策史

戦後「ケインズ連合」の興亡

詳細をみる

http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641049994?2016election
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641183575?2016election
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/4641121702?2016election
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/4641086656?2016election
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/4641067686?2016election
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/4641121621?2016election
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641281226?2016election
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641124196?2016election
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641049840?2016election
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641124035?2016election
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641115132?2016election
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641048126?2016election

