
◆参院選・衆院選
書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 資料コード 備考
衆議院議員総選挙全国意識調
査　第47回

明るい選挙
推進協会 2015 314.8 シ 47 8141517253 書庫

参議院議員通常選挙全国意識
調査　第23回

明るい選挙
推進協会 2014 314.8 サ 8141495773 書庫

参議院選挙要覧
選挙制度研究会／
編

国政情報セ
ンター 2013 314.8 サ 8134369562 館内

参議院選挙の手引　平成25年
選挙制度研究会／
編

ぎょうせい 2013 314.8 サ 13 8134362490 館内

衆議院選挙の手引　平成24年
選挙制度研究会／
編

ぎょうせい 2012 314.8 シ 12 8134318634 館内

参議院議員通常選挙の実態　第
22回(平22・7)

明るい選挙推進協
会/編集

明るい選挙
推進協会 2011 314.8 サ 8141379649 書庫

参議院議員通常選挙の実態　第
22回(平22・7)

明るい選挙推進協
会/編集

明るい選挙
推進協会 2011 314.8 サ 8141379630 書庫

◆インターネットと選挙
書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 資料コード 備考

ネット選挙が変える政治と社会
清原 聖子／編
著

慶應義塾大
学出版会 2013 314.8 ネ 8134392794

ネット選挙とデジタル・デモクラ
シー

西田 亮介／著 NHK出版 2013 314.8 ニ 8134392542

ネット選挙 西田 亮介／著
東洋経済
新報社

2013 314.8 ニ 8134360066

インターネット選挙運動ガイドライ
ン

インターネット選挙
運動等に関する各
党協議会／編

ぎょうせ
い

2013 314.8 イ 8134361279

<Q&A>インターネット選挙
ネット選挙研究
会／編

国政情報セ
ンター 2013 314.8 キ 8134360342

ネット選挙のすべて 飯田 泰士／著 明石書店 2013 314.8 イ 8134355923

インターネットが変える選挙
清原 聖子／編
著

慶應義塾大
学出版会 2011 314.8 イ 8133986445

改正公職選挙法解説
選挙制度研究会／
編集

ぎょうせい 2013 314.8 カ 8134367011

◆選挙について考える
書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 資料コード 備考

逐条解説公職選挙法　上・下 安田 充／編著
ぎょうせ
い

2009 314.8 ヤ 1、2
8133866080
8133866090

事例解説すぐわかる選挙運動 三好 規正／著
イマジン
出版

2007 314.8 ミ 8133399683

自由にできる選挙活動
自由法曹団京都支
部／編

かもがわ出
版 2014 314.8 ジ 8134508174

市民に選挙をとりもどせ! 小沢 隆一／編著 大月書店 2013 314.8 シ 8134368500

18歳選挙権で政治はどう変わる
か

飯田 泰士／著 昭和堂 2016 314.8 イ 8134632460

問う!高校生の政治活動禁止 久保 友仁／編著 社会批評社 2015 376.4 ﾄ 8134620826

メディアとネットワークから見た日
本人の投票意識

白崎 護／著
ミネル
ヴァ書房

2013 314.8 シ 8134366515

衆参ねじれ選挙の政治学 白鳥 浩／編著
ミネルヴァ
書房 2011 312.1 シ 8134230203

選挙
　７月１０日（日）は第２４回参議院議員通常選挙の投票日です。公職選挙法の改正により選挙権年齢
が１８歳に引き下げられてから初めての国政選挙となります。
　また、海外では１１月にアメリカ大統領の選挙が行われるなど、「選挙」が話題になっています。

２０１６年６月　　岐阜県図書館

　選挙に関連する図書を紹介します。



書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 資料コード 備考
多数決を疑う　　社会的選択理論と
は何か

坂井 豊貴／著 岩波書店 2015 311.7 サ 8134530809

数と正義のパラドクス　　頭の痛い
数学ミステリー

ジョージ・Ｇ・ス
ピロ／著

青土社 2011 311.7 ス 8133986436

民主主義対民主主義　　多数決型
とコンセンサス型の３６カ国比較研究

アレンド・レイプ
ハルト／著

勁草書房 2014 313.7 レ 8134477256

間メディア社会における<世論>と
<選挙>

遠藤 薫／著
東京電機大
学出版局 2011 361.4 エ 8134006350

政治広告の研究 李 津娥／著 新曜社 2011 314.8 イ 8133992578

選挙報道 小栗 泉／著
中央公論
新社

2009 699.8 オ 8133853260

投票行動研究のフロンティア
山田 真裕／編
著

おうふう 2009 314.8 ヤ 8133845142

選挙のパラドクス
ウィリアム・パウ
ンドストーン／

青土社 2008 314.8 パ 8133625873

選挙違反の歴史 季武 嘉也／著
吉川弘文
館

2007 314.8 ス 8133423831

日本人の選択 林 信吾／著 平凡社 2007 312.1 ハ 8133416891
選挙の民俗誌 杉本 仁／著 梟社 2007 314.8 ス 8133361434 書庫
洗脳選挙 三浦 博史／著 光文社 2005 314.8 ミ 8132864493 書庫
判断力はどうすれば身につくの
か

横江 公美／著
PHP研究
所

2004 312.5 ヨ 8132777039 書庫

選挙法の研究 野中 俊彦／著
信山社出
版

2001 314.8 ノ 8133447566

立候補者をみきわめる公開討論
会の開き方

小田 全宏／著
毎日新聞
社

2000 314.8 オ 8131641152 書庫

社会のしくみ図鑑 奥澤 朋美／文
玉川大学
出版部

2015 J30 ｵ 8134578043 児童

イラストで学べる政治のしくみ　１
大野 一夫／編
著

汐文社 2012 J31 オ 1 8134395268 児童

目で見る政治
アンドルー・
マー／著

さ・え・ら
書房

2010 J31 マ 8134198993 児童

イラストで学べる選挙制度　第１ 大野 一夫/編 汐文社 2008 J31 オ 1 8133756857 児童

◆外国の選挙
書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 資料コード 備考

現代アメリカ選挙の変貌 渡辺 将人／著
名古屋大学
出版会 2016 314.8 ﾜ 8134637799

不正選挙
マーク・クリスピ
ン・ミラー／編

亜紀書房 2014 314.8 ミ 8134484439

大統領選からアメリカを知るため
の57章

越智 道雄／著 明石書店 2012 312.5 オ 8134272286

諸外国の上院の選挙制度・任命
制度

三輪 和宏／
[著]

国立国会図
書館調査及
び立法考査
局

2009 314.8 シ 8141250627 書庫

現代アメリカ選挙の集票過程 渡辺 将人／著
日本評論
社

2008 314.8 ワ 8133718346

普通選挙の幕開け 永井 良和／著 拓殖大学 2007 314.8 ナ 8133485899 書庫

イギリスの選挙制度 小松 浩／著
現代人文
社

2003 314.8 コ 8132546443

各国の選挙 西平 重喜／著 木鐸社 2003 314.8 ニ 8132540628
ドイツ近代選挙制度史 渡辺 重範／著 成文堂 2000 314.8 ワ 8132733375

参考：総務省のホームページ　第２４回参議院議員通常選挙（http://www.soumu.go.jp/2016senkyo/）

※備考欄の「館内」の本は館内閲覧用です。そのほかの本は借りられます。
 　１階第１カウンターまたは貸出機で手続きしてください。「児童」は児童コーナーにあります。
　 「書庫」は書庫にありますので、１階第１カウンター４番窓口でおたずねください。
　 このほかにも選挙に関する本があります。詳しくは１階第２カウンターでおたずねください。


