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☑ ←実際に利用した資料にはチェックをしましょう。
★のついている図書は、授業開始から１年間は本館N棟2階授業資料ナビコーナ ーに配架します。

図書　本には、テーマに関する内容がまとめられています。授業のテーマをつかむにはまずはここから始めましょう。

□ グローバル・シティ : ニューヨーク・ロンドン・東京から世界を読む / サスキア・サッセン著 ; 大井由紀, 高
橋華生子訳　筑摩書房　2008
→ グローバル化によって生み出される新しい都市の秩序とメカニズムを議論した本。

★【本館K棟3階A 333.6/GUR】

□ The global city : New York, London, Tokyo / Saskia Sassen　2nd ed　Princeton University Press　c2001　
Princeton paperbacks
→ This classic work discusses the transformation of existing world cities—New York, London and Tokyo—as global cities
embracing new characteristics adapting to the global economy. 

★【本館K棟3階A 338.9/GLO】

□ Global cities, local streets : everyday diversity from New York to Shanghai / Sharon Zukin, Philip
Kasinitz, and Xiangming Chen　Routledge　2016
→ This book discusses how shopping streets from six world cities have been transformed through the process of
globalization.

★【本館K棟3階A 361.7/GLO】

□ Globalization : a very short introduction / Manfred B. Steger　[3rd ed.]　Oxford University Press　2013　
Very short introductions:86
→ A introductory book to understand what globalization is.

★【本館L棟1階ラウンジ多読 080/VER】 【電子書籍あり】

□ グローバリゼーション / マンフレッド・B・スティーガー [著] ; 櫻井公人, 櫻井純理, 高嶋正晴訳　新版　岩
波書店　2010　1冊でわかる
→ グローバル化とは何かを理解するのに最適な入門書。

★【本館L棟3階A 319/GUR】

□ グローバル化とは何か : 文化・経済・政治 / デヴィッド・ヘルド編 ; 中谷義和監訳 ; 高嶋正晴[ほか]訳　
法律文化社　2002
→ グローバル化によってどのような変化が起こったかを検証した良書。

★【本館K棟3階A 361.5/GUR】

□ A globalizing world? : culture, economics, politics / edited by David Held　2nd ed　Routledge in association
with the Open University　2004　An introduction to the social science : understanding social change:4
→ This book discuss the effects of globalization in the fields of culture, economy and politics.

★【本館K棟3階A 361.5/GLO】

□ グローバリゼーションとは何か : 液状化する世界を読み解く / 伊豫谷登士翁著　平凡社　2002　平凡社新
書:150
→ グローバル化によって変容する、新たな世界経済の編成原理を検証した良書。

★【本館L棟1階小型 333.6/GUR】

□ Globalization and social movements : Islamism, feminism, and the global justice movement / Valentine
M. Moghadam　2nd ed　Rowman & Littlefield Publishers　c2013　Globalization
→ This book provides excellent analysis of the connections between globalization and social movements.

★【本館K棟3階A 361.5/GLO】

□ 文化の対話力 : ソフト・パワーとブランド・ナショナリズムを越えて / 岩渕功一著　日本経済新聞出版社　
2007
→ グローバル化によって「日本の文化」がどのように変容したかを議論した良書。

★【本館K棟3階A 361.5/BUN】

□ Recentering globalization : popular culture and Japanese transnationalism / Koichi Iwabuchi　Duke
University Press　2002
→ This book explains how “Japanese culture” has been transformed in this globalization processs.

★【本館K棟3階A　365.1/REC】

□ Pink globalization : Hello Kitty's trek across the Pacific / Christine R. Yano　Duke University Press　2013
→ How Hello Kitty went global? This book explains the making of Hello Kitty as a part of Japanese Cute-Cool culture.

★【本館K棟3階A 361.5/PIN】



□ Japanese popular culture and globalization / William M. Tsutsui　Association for Asian Studies　c2010　Key
issues in Asian studies:no. 6
→ This book provides an overview of Japan’s influence on world pop culture through anime and manga.

★【本館K棟3階A 361.5/JAP】

□ Pikachu's global adventure : the rise and fall of Pokémon / Joseph Tobin, editor　Duke University Press　
2004
→ This book introduces debates about the relationship between globalization and popular culture by using Pokémon as a
case. 

★【本館L棟4階A 798.5/PIK】

□ The McDonaldization of society / George Ritzer　Rev. new century ed　Pine Forge Press　c2004
→ This book provides an excellent insight on consequences of bureaucratizing and rationalizing societies.

★【本館K棟3階A 361.5/MCD】

□ 日本人論の方程式 / 杉本良夫, ロス・マオア著　筑摩書房　1995　ちくま学芸文庫
→ グローバル化の中でより意識化される「日本人らしさ」。本書では「安易な日本人語り」を克服する仕方を議論している。

★【本館L棟1階小型 361.6/SU38】

□ マクドナルド化した社会 : 果てしなき合理化のゆくえ / ジョージ・リッツア著 ; 正岡寛司訳　21世紀新版　
早稲田大学出版部　2008
→ 官僚制と合理化が進む社会の行く末を描いた良書。

★【本館K棟3階A 361.5/MAK】
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