
書名 著者名（編集・翻訳等） 発行所 請求記号

自ら考えみんなで創り上げる算数学習

　‐新しい時代の授業づくりと授業研究‐

2 新しい時代の授業づくり 池野正晴 東洋館出版社 375.4　い

3 教職課程新書　　名著解題 池野正晴（共著）　 協同出版 371    い

4 経営情報の活用モデル 石川弘道 中央経済社 336.1　い

5 経営情報の共有と活用 石川弘道 中央経済社 336.1　い

6 落語と情報学 石川弘道 青蛙房 007.3　い

情報活用空間の探求 

技術革新と経営情報システム

8 マネジメント情報とインターネット 石川弘道（共著） 中央経済社 336.1　ま

9 裁判おもしろことば学 大河原眞美 大修館書店 327　　お

10 市民から見た裁判員裁判 大河原眞美 明石書店 327.6　お

大学と連携した地域再生戦略

地域が大学を育て、大学が地域を育てる

キャリアデザイン講座

理論と実践で自己決定力を伸ばす

13 バス交通の地域的研究 大島登志彦 群馬工業高等専門学校 685.5　お

14 群馬県における路線バスの変遷と地域社会 大島登志彦 上毛新聞社 685.5　お

15 群馬・路線バスの歴史と諸問題の研究 大島登志彦 上毛新聞社 685.5　お

16 自治体政策評価演習 斎藤達三 ぎょうせい 318　  さ

17 地域政策を考える　　2003年へのシナリオ 佐々木茂　　　味水佑毅　　（編集） 勁草書房 318　　ち

18 創造型政策評価 佐藤徹 公人社 318　  さ

19 高崎経済大学五十年史 高崎経済大学五十年史編集委員会 高崎経済大学 377.2　た

利根川上流地域の開発と産業

その変遷と課題

近代群馬の蚕糸業

産業と生活からの照射

大学の教育・研究と地域貢シリーズ（１）

新地場産業に挑む 生活と経済の新結合

大学の教育・研究と地域貢シリーズ（２）

新地場産業に挑む 大学と企業の新結合
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大宮登（監修） 日経BPソフトプレス

高崎経済大学附属産業研究所（編）
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高崎経済大学附属産業研究所（編） 日本経済評論社

601.1　と日本経済評論社

632.1　き

602.1  だ　1

602.1  だ　2

ぎょうせい

    池野正晴 　  東洋館出版社 375.4　い

377.2　だ

366.2　き
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石川弘道 中央経済社 336.1　い7

高経文庫　平成２１年４月～平成２７年７月７日までの　高崎経済大学からの寄贈図書タイトルリスト

大宮登・増田正（編集）

高崎経済大学経済学部（監修） 日本経済評論社

高崎経済大学経済学部（監修） 日本経済評論社
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高経文庫　平成２１年４月～平成２７年７月７日までの　高崎経済大学からの寄贈図書タイトルリスト

大学の教育・研究と地域貢シリーズ（３）

新地場産業とニュ－サ－ビス 

大学の教育・研究と地域貢シリーズ（４）

新地場産業への産学官からの挑戦 

大学の教育・研究と地域貢シリーズ（５）

新地場産業と地域統合デザイン 

大学の教育・研究と地域貢シリーズ（６）

新地場産業と参加型学生教育 

28 高崎の産業と経済の歴史 高崎経済大学附属産業研究所（編） 高崎経済大学附属産業研究所 602.1　た

29 北関東　～都市の生活と経済～ 高崎経済大学附属産業研究所（編） 高崎経済大学附属産業研究所 332.1　き

30 高度成長時代と群馬 高崎経済大学附属産業研究所（編） 日本経済評論社 332.1　こ

31 高崎の産業と経済の歴史 （２） 高崎経済大学附属産業研究所（編） 高崎経済大学附属産業研究所 602.1  た　2

32 群馬からみた先端技術と産業構造の変容 高崎経済大学附属産業研究所（編） 日本経済評論社 502.1　ぐ

33 近代群馬の思想群像 高崎経済大学附属産業研究所（編） ブレーン出版 280　  き　

34 近代群馬の思想群像Ⅱ 高崎経済大学附属産業研究所（編） 日本経済評論社 280　  き　2

35 　　群馬からみた都市型産業と中小企業のニューパラダイム  高崎経済大学附属産業研究所（編） 日本経済評論社 602.1　ぐ

36 群馬・地域文化の諸相 高崎経済大学附属産業研究所（編） 日本経済評論社 213.3　ぐ

変革の企業経営 

人間視点からの戦略

38 「首都圏問題」の位相と北関東 高崎経済大学附属産業研究所（編） 日本経済評論社 601.1　し

39 群馬にみる人・自然・思想 高崎経済大学附属産業研究所（編） 日本経済評論社 213.3　ぐ

40 開発の断面　　　地域・産業・環境 高崎経済大学附属産業研究所（編） 日本経済評論社 601　  か

41 新経営・経済時代への多元的適応 高崎経済大学附属産業研究所（編） 日本経済評論社 335.1　し

42 「現代アジア」のダイナミズムと日本 高崎経済大学附属産業研究所（編） 日本経済評論社 302.2　げ

43 車王国群馬の公共交通とまちづくり 高崎経済大学附属産業研究所（編） 日本経済評論社 681.8　く

ベンチャ－型社会の到来 

起業家精神と創業環境 

大学と地域貢献

 地方公立大学付設研究所の挑戦

46 IPネットワーク社会と都市型産業 高崎経済大学附属産業研究所（編） 日本経済評論社 602.1　あ

47 近代群馬の民衆思想 　　経世済民の系譜 高崎経済大学附属産業研究所（編） 日本経済評論社 213.3　き
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377　  だ

335　  べ

602.1  だ　3

602.1  だ　4

高崎経済大学附属産業研究所（編） 日本経済評論社37

602.1  だ　5

高崎経済大学経済学部（監修） 日本経済評論社

高崎経済大学経済学部（監修） 日本経済評論社

335　  へ

602.1  だ　627

高崎経済大学経済学部（監修） 日本経済評論社

高崎経済大学経済学部（監修） 日本経済評論社

日本経済評論社

高崎経済大学附属産業研究所（編） 日本経済評論社
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高崎経済大学附属産業研究所（編）
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高経文庫　平成２１年４月～平成２７年７月７日までの　高崎経済大学からの寄贈図書タイトルリスト

48 循環共生社会と地域づくり 高崎経済大学附属産業研究所（編） 日本経済評論社 361.7　じ

49 事業創造論の構築 高崎経済大学附属産業研究所（編） 日本経済評論社 335　   じ

50 新地場産業と産業環境の現在 高崎経済大学附属産業研究所（編） 日本経済評論社 602.1   し

51 サステイナブル社会とアメニティ 高崎経済大学附属産業研究所（編） 日本経済評論社 519  　 さ

52 群馬産業遺産の諸相 高崎経済大学附属産業研究所（編） 高崎経済大学附属産業研究所 602.1    く

53 都市型産業と地域零細サービス業 武井昭 , 岸田孝弥 日本経済評論社 602.1   と

54 観光政策へのアプローチ 津久井良充, 原田寛明（編集代表） 鷹書房弓プレス 689.1　 か

地域政策と市民参加 原田寛明（監修）

「市民参加」への多面的アプローチ 佐藤徹

56 現代　山村地域振興論 西野寿章 原書房 652.1   に

57 実践参加型自主改善活動 久宗周二 創成社 366.3   ひ

58 実践産業・組織心理学 久宗周二 創成社 366.9   ひ

59 漁撈技術の評価と労働災害 久宗周二 ヤマカ出版 366.3   ひ

60 船員の健康づくり 久宗周二 高文堂出版社 498.8   ひ

61 海で働く人の改善活動ガイド 久宗周二 高文堂出版社 366.3   ひ

62 可能性の政治経済学 矢野修一 法政大学出版局 331.2　 や

63 連帯経済の可能性 矢野修一（共同翻訳） 法政大学出版局 332.5 　は

64 　　社会を変える会計と投資 　　水口剛 　　岩波書店 335.1　み

65 　　環境経営・会計 　　水口剛 　　有斐閣 336.9　み

66 　　ここからはじまるＮＰＯ会計・税務 　　水口剛 　　ぎょうせい 336.9　み

66    みんなが知らない“裁判ギョーカイ”ウラ話     大河原眞美      清流出版 327　お

67    豊かな発想をはぐくむ新しい数学学習     池野正晴      東洋館出版社 375.4　い

68 　社会的排除と格差問題 　　高崎経済大学附属地域政策センター（編） 　　勁草書房 360　し

69 　地方公立大学の未来 高崎経済大学附属産業研究所（編） 　高崎経済大学附属産業研究所 377.2　た

70   高大連携と能力形成 高崎経済大学産業研究所 日本評論社 377.15　た

71 　社会的排除と格差問題 　　高崎経済大学附属地域政策センター（編） 勁草書房 360　し

73 　社会の抜け道 國分　功一郎 小学館 304　こ

74 　暇と退屈の倫理学 國分　功一郎 朝日出版社 104　こ

75 　哲学の自然 國分　功一郎 太田出版 112　こ

76 　来るべき民主主義 國分　功一郎 幻冬舎 318　こ

77 　哲学の先生と人生の話をしよう 國分　功一郎 朝日新聞出版 159　こ

55 318　   ちぎょうせい


