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関西学院大学図書館 



 

漢六朝時代の制度と文化・社会 

  

◆著者 

佐藤達郎 文学部教授 著 

 

◆出版社 

京都大学学術出版会（2021.2） 

 

◆配架場所 

上ケ原２Ｆ 340.95:1193 

 

 

 

新版・教会暦による説教集 

イースターへの旅路 

レントからイースターへ  

  

◆著者 

中道基夫 神学部教授 共編 

橋本祐樹 神学部准教授 分担執筆 

 

◆出版社 

キリスト新聞社（2021.2） 

 

◆配架場所 

上ケ原３Ｆ 252:656:2 

聖和１Ｆ  252:656:2 

三田４Ｆ  252:656 

 

 



放送大学教材 

心理学統計法 

  

◆著者 

清水裕士 社会学部教授 編著 

 

◆出版社 

放送大学教育振興会（2021.3） 

 

◆配架場所 

上ケ原３Ｆ 150.7:548 

聖和１Ｆ  150.7:548 

三田４Ｆ  150.7:548 

 

 

 

変貌する日本のイノベーション・システム 

  

◆著者 

安田聡子 商学部教授 共編 

 

◆出版社 

有斐閣（2021.2） 

 

◆配架場所 

上ケ原２Ｆ 380.23:5244 

三田４Ｆ  380.23:5244 

 

 



講談社選書メチエ 745 

自然の哲学史 

  

◆著者 

米虫正巳 文学部教授 著 

 

◆出版社 

講談社（2021.3） 

 

◆配架場所 

上ケ原３Ｆ 109:597 

聖和１Ｆ  109:597 

 

 

 

沖縄児童文学の水脈 

 初版 

  

◆著者 

齋木喜美子 教育学部教授 著 

 

◆出版社 

関西学院大学出版会（2021.3） 

 

◆配架場所 

上ケ原３Ｆ 859:771 

聖和１Ｆ   859:771 

 

 



中小企業金融と地域経済 

兵庫県 150 年の地域金融  

◆著者 

田中敦 経済学部教授 編著 

◆出版社 

同友館（2021.3） 

◆著者からのコメント 

中小企業金融が時代とともに変化しながら、地域経済の特徴を活

かしてその成長を支えてきたことを、兵庫県 150 年の経験から考

察します。明治維新後の急速な近代化と戦争、恐慌、災害などの

危機を乗り越え、兵庫県では五国の多様性豊かな県の経済を、数

多くの金融機関が支え続けてきました。本書では、そのような経

験を振り返った上で、地域金融の今の課題を明らかにし、今後の

目指すべき方向性を探ります。 

 

◆配架場所…上ケ原２Ｆ 332:3591(2)、三田４Ｆ 332.1:3549 

 

基礎から学べる会社法 

 第 5 版 

  

◆著者 

近藤光男 法学部教授 共著 

石田眞得 法学部教授 共著 

 

◆出版社 

弘文堂（2021.3） 

 

◆配架場所 

上ケ原２Ｆ 345.2:1362:2021 

三田４Ｆ  345.2:1362:2021 

 

 

 



有斐閣アルマ Basic 

現代商法入門 

 第 11 版 

  

◆著者 

近藤光男 法学部教授 編 

 

◆出版社 

有斐閣（2021.3） 

 

◆配架場所 

上ケ原２Ｆ 345:365:2021 

聖和３Ｆ  345:365:2021 

三田４Ｆ  345:365:2021 

 

 

 

春陽堂ライブラリー004 

D・L・ブロッホをめぐる旅 

亡命ユダヤ人美術家と戦争の時代  

◆著者 

大橋毅彦 文学部教授 著 

◆出版社 

春陽堂書店（2021.3） 

◆著者からのコメント 

「私の絵は私の言葉」―― このことばに自身の生を凝縮させ

た、ある一人の芸術家の人生の航跡を追いかけてみました。“亡

命ユダヤ人”と聞くと遠い存在に響くかも知れないけれど、彼の

絵や版画の鑑賞と、自らが足を向けた彼にゆかりのある土地で得

た感懐とを通して、等身大の人物像を浮き上がらせようと試みた

書です。 

 

◆配架場所…上ケ原３Ｆ 759:4119 



接続された身体のメランコリー 

<フェイク>と<喪失>の 21 世紀英米文化  

  

◆著者 

高村峰生 国際学部教授 著 

 

◆出版社 

青土社（2021.4） 

 

◆配架場所 

上ケ原３Ｆ 820.9:3535 

 

 

 

青弓社ライブラリー 100 

多様性との対話 

ダイバーシティ推進が見えなくするもの  

  

◆著者 

岩渕功一 社会学部教授 編著 

 

◆出版社 

青弓社（2021.3） 

 

◆配架場所 

上ケ原２Ｆ 301.4:4571 

聖和３Ｆ   301.4:4571 

 

 



関西学院大学研究叢書第 226 編 

日本の法人フランチャイジー 

消費経済の知られざる担い手  

◆著者 

川端基夫 商学部教授 著 

◆出版社 

新評論（2021.3） 

◆著者からのコメント 

ＫＦＣ、マクドナルド、個別指導塾、ＴＳＵＴＡＹＡ、業務スー

パー、オートバックスといった馴染みのフランチャイズ店のオー

ナーが誰なのかを知る人は少なかろう。実は、日本では 7割のフ

ランチャイズ店が、法人フランチャイジーと呼ばれる企業によっ

て運営されている（コンビニは個人が多い）。中には、1社で 300

以上の店を運営する法人もある。本書は、これまで謎に包まれて

きた法人フランチャイジーの実像に迫ったものである。 

 

◆配架場所…上ケ原２Ｆ 380.1:8405、三田４Ｆ 380.1:8405 

 

関西学院大学研究叢書第 222 編 

建築家として生きる 

職業としての建築家の社会学 初版 

◆著者 

松村淳 社会学部准教授 著 

◆出版社 

晃洋書房（2021.3） 

◆著者からのコメント 

憧れの職業として多くの人に認知されている建築家ですが、有名

建築家を除いて、その実態はあまり知られていません。本書は職

業としての建築家の実態を明らかにするために、有名ではない

「周辺の建築家」を調査対象とし、39 名の建築家への聞き取り調

査を中心とした質的調査によるアプローチを行いました。分析に

際しては P.ブルデューの文化社会学的な知見も参照しながら、

職業としての建築家の実態を総合的で立体的に解明しました。 

 

◆配架場所…上ケ原２Ｆ 690:1831、三田４Ｆ 690:1831 



International perspectives in geography13 

Adaptive fisheries governance in changing coastal 

regions in Japan 

◆著者 

田和正孝 文学部教授 分担執筆 

◆出版社 

Springer（2021） 

◆著者からのコメント 

本書は、日本の沿岸漁業地域が、様々な自然的・社会的な環境の

変動にいかに対応しているのかを各地の取り組みの実態を通じ

て明らかにしたものである。筆者の担当部分では、兵庫瀬戸内（播

磨灘）沿岸の漁船漁業・養殖漁業を取り上げ、海の貧栄養化に伴

って出現した資源量の激減と生産の停滞のなかで、漁業者、行政

組織、関係する様々なステークホルダーが、一体となって「豊か

な海」を取り戻そうとする活動について考察した。 

 

◆配架場所…上ケ原２Ｆ 639:1677 

 

人類学者は異文化をどう体験したか 

16 のフィールドから  

  

◆著者 

桑山敬己 社会学部教授 編著 

 

◆出版社 

ミネルヴァ書房（2021.5） 

 

◆配架場所 

上ケ原２Ｆ 572:2985 

聖和４Ｆ   572:2985 

三田４Ｆ  572:2985 

 

 



 

管理職のための実践スキル講座 

  

◆著者 

天野雄介 経営戦略研究科准教授 編著 

 

◆出版社 

中央経済社（2021.4） 

 

◆配架場所 

上ケ原２Ｆ 380.25:2098 

 

 

 

関西学院大学研究叢書第 232 編 

アヴァンギャルド・ヘミングウェイ 

パリ前衛の刻印  

◆著者 

小笠原亜衣 法学部教授 著 

◆出版社 

小鳥遊書房（2021.3） 

◆著者からのコメント 

セザンヌ絵画のように「小説を」書く？映画のクロース・アップ

を「小説で」実現する？本書は米作家ヘミングウェイのこうした

実験とその意味をひもとく芸術評論です。ちょうど 100 年前のパ

リ。繰り広げられた奇妙で真剣な芸術実験。巨匠ピカソはじめ多

くの画家たち、ココ・シャネルも関わった前衛バレエ芸術、愉快

で新奇なダダやシュールレアリズム。祝祭的パリで、まだ何者で

もなかった青年ヘミングウェイが試みた文章実験とは？ 

 

◆配架場所…上ケ原３Ｆ 810.9:2562 



インターネットとヘイトスピーチ 

法と言語の視点から  

  

◆著者 

中川慎二 経済学部教授 共編著 

河村克俊 法学部教授 共編著 

 

◆出版社 

明石書店（2021.3） 

 

◆配架場所 

上ケ原２Ｆ 323.1:3458 

聖和３Ｆ  323.1:3458 

三田４Ｆ  323.1:3458  

 

 

関西学院大学研究叢書第 223 編 

VFM 監査 

英国公検査の研究 初版 

◆著者 

石原俊彦 経営戦略研究科教授 著 

◆出版社 

関西学院大学出版会（2021.3） 

◆著者からのコメント 

監査として最もよく知られているのが、公認会計士が上場企業の

財務諸表を対象に行う財務諸表監査です。しかし、監査にはこれ

以外にも、地方自治体の監査委員監査、民間企業の監査役監査、

非営利法人の監事監査があります。これらの監査では、合法性・

合規性・経済性・効率性・有効性の問題点を指摘し、監査対象組

織に自律的な改善とイノベーションを促します。本書では、この

指摘型監査の研究フレームワークが考察されています。 

 

◆配架場所…上ケ原２Ｆ 336:1281 



関西学院大学研究叢書第 228 編 

ニーチェと現代人 

 初版 

  

◆著者 

宮原浩二郎 社会学部教授 著 

 

◆出版社 

関西学院大学出版会（2021.3） 

 

◆配架場所 

上ケ原３Ｆ 193.1:4667 

聖和１Ｆ  193.1:4667 

 

 

 

関西学院大学研究叢書第 227 編 

福島第一原発事故後の民事訴訟 

原発の再稼働差止めと原発被害の賠償・原状回復  

◆著者 

神戸秀彦 司法研究科教授 著 

◆出版社 

法律文化社（2021.3） 

◆著者からのコメント 

２０１１年３月１１日の東日本大震災により、東京電力福島第一

原発が爆発して、丁度１０年たちました。事故の風化が語られる

中で、多数の人が引き続き避難し、放射能汚染水の海洋放出が決

定され、福島原発の廃炉の工程も緒についたばかりです。再稼働

の差止め・被害の損害賠償・被害の原状回復を求めて多数の訴訟

が係属中です。これら３つを「原発訴訟」として、現在までの代

表的な判決を、関連させつつ並行的に検討します。 

 

◆配架場所…上ケ原２Ｆ 624.2:950、三田４Ｆ 624.2:950 



インフォメーション・アナリシス 5&5 

世界が変わる学びの革命  

  

◆著者 

関谷武司 国際学部教授 編 

 

◆出版社 

関西学院大学出版会（2021.4） 

 

◆配架場所 

上ケ原３Ｆ 001:693 

聖和１Ｆ  001:693 

三田４Ｆ  001:693 

 

 

 

関西学院大学研究叢書第 224 編 

二人旅 上海からパリへ 

金子光晴・森三千代の海外体験と異郷文学  

◆著者 

趙怡 経済学部教授 著 

◆出版社 

関西学院大学出版会（2021.3） 

◆著者からのコメント 

第１部 三度の中国行と「放浪の旅」（初めての中国旅行；上海

と周辺都市の表象；中国文化人との交流；「放浪の旅」再考；描

かれた上海とパリの都市風景） 

第２部 戦時下の海外訪問と異郷文学（戦争の足音を聞きなが

ら；金子光晴・森三千代の「北支」旅行；中国軍人「柳剣鳴」の

形象；森三千代の仏印訪問と南洋文学） 

第３部 「自伝」という名のもとで―妻の語りと夫の語り（二つ

の髑髏杯―それぞれの上海小説；夫婦それぞれのパリ物語；男と

女、東洋対西洋の構図） 

生涯続く夫婦の旅  

◆配架場所…上ケ原３Ｆ 851.5:1287 



K.G.りぶれっと No.54 

COVID-19 各国の政策と市民ボランティア 

イタリア・アメリカ・台湾・ニュージーランド  

◆著者 

斉藤容子 災害復興制度研究所准教授 著 

◆出版社 

関西学院大学出版会（2021.3） 

◆著者からのコメント 

新型コロナウイルス感染症が蔓延している世界においてどのよ

うな対策がとられているでしょうか。世界各地で行われたロック

ダウンや推奨された「ステイホーム」。一人家にいることの不安

は誰しもが感じたのではないでしょうか。多くのボランティアが

各国で支援のために活動をしていました。物理的なディスタンス

はとっても心理的なディスタンスを失わないために世界の事例

から学びたいと思います。 

 

◆配架場所…上ケ原２Ｆ 614.5:1441、三田４Ｆ 614.5:1441 

 

中公新書ラクレ 728 

「定年後知的格差」時代の勉強法 

人生 100 年。大学で学び、講師で稼ぐ  

◆著者 

櫻田大造 国際学部教授 著 

◆出版社 

中央公論新社（2021.5） 

◆著者からのコメント 

人生 100 年時代。いつでも学び直しの必要性は増すのみです。「能

動的知的生活」と「自己満足」をキーワードに、卒論から博士論

文まで、論文執筆のためのイロハが学べます。大学教員やカルチ

ャーセンター講師になるためのノウハウも、多くの実例で示しま

した。関学の例もあり、大学（院）をしゃぶり尽くす方法も満載。 

 

◆配架場所…上ケ原３Ｆ新書 080:CSR:Sa46 



心の垣根を越えて 

テゼのブラザー・ロジェ : その生涯とビジョン  

  

◆著者 

打樋啓史 社会学部教授 監訳 

村瀬義史 総合政策学部准教授 監訳 

 

◆出版社 

一麦出版社（2021.3） 

 

◆配架場所 

上ケ原３Ｆ 271.8:15 

 

 

 

新版・教会暦による説教集 

ペンテコステからの旅路 

聖霊降臨日から教会行事暦へ  

  

◆著者 

中道基夫 神学部教授 編 

 

◆出版社 

キリスト新聞社（2021.4） 

 

◆配架場所 

上ケ原３Ｆ 252:656:3 

三田４Ｆ  252:656:3 

 

 



「深い学び」を促す小学校英語授業の進め方 

スモールトークからコミュニケーション活動へ  

◆著者 

泉惠美子 教育学部教授 共編著 

◆出版社 

教育出版（2021.5） 

◆著者からのコメント 

理論編では、小学校英語教育の理念・目的から、深い学びを促す

単元／授業構成、教科横断型教材開発の視点、デジタル教科書や

ICT の活用法、評価の進め方まで、主体的・対話的で深い学びを

促す授業づくりの基礎・基本を解説しています。実践編では、中・

高学年の計 24 件の授業実践例を紹介しており、どのように授業

を進めればよいかが学べます。小学校教員をめざす方や小学校英

語に興味のある方に是非お読みいただければ幸いです。 

 

◆配架場所…上ケ原３Ｆ 420.7:1675、聖和１Ｆ 420.7:1675 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このリストは以下の図書を対象としております。 

・図書館にご寄贈いただいた本学専任教員の新刊図書 

・図書館が発行を把握した本学専任教員の新刊図書 

この冊子のデータは、これらの書籍が刊行された時のものです。 


