法律文化社
新図説中国近現代史 日中新時代の見取図 改訂版
田中仁
（たなか・ひとし）
著
法律文化社

菊池一隆
（きくち・かずたか）
著

中国近現代史の始点を清朝の斜陽（1800年）に置き、21世紀にいたる200年の
過程を描写する。理解をより具体的なものとするために、左頁の叙述に対応する図
表を右頁にまとめて、左右見開きとして構成。

アジア史、東洋史
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎222.06 件名◎中国－歴史－清時
代 ■シ 290p
冊子版 978-4-589-04055-8 2020.02

*1031959579*
ラテンアメリカ研究入門 〈抵抗するグローバル・サウス〉のアジェンダ

社会科学

同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎302.55 件名◎ラテン アメリカ マ
「新自由主義的グローバル化」の下で、民衆は生活の困窮を強いられながらも、 ラ 8,230p
どのように抗い、立ち向かったのか。市場の論理を超える「抵抗するグローバル・ 冊子版 978-4-589-04047-3 2019.12
松下冽
（まつした・きよし）
著
法律文化社

サウス」の構築へ向けた試みと課題を探究する。

*1031760416*
対立軸でみる公共政策入門
松田憲忠
（まつだ・のりただ）
編
法律文化社

三田妃路佳
（みた・ひろか）
編

「価値対立の不可避性」という観点から、公共政策について解説する入門書。価
値の対立の構図を、福祉、教育、経済、農業、エネルギー、ICTなど具体的な
政策課題に言及しながら明らかにする。

社会科学
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎301 件名◎政策科学 ■タ 232p
冊子版 978-4-589-04037-4 2019.10

*1031629263*
北海道で生きるということ 過去・現在・未来
清末愛砂
（きよすえ・あいさ）
編
法律文化社

松本ますみ
（まつもと・ますみ）
編

「植民地主義」をキーワードに、北海道の平和に関わる諸問題に着目し、大日本
帝国と日本国の政策によってもたらされてきたさまざまな事象・出来事の背景を探り、
北海道の未来の平和のありようを考える。コラムや座談会も収録。

社会科学
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎302.11 件名◎北海道 ■ホ
141p
冊子版 978-4-589-03815-9 2016.12

*1032413711*
SDGs 時代の平和学
佐渡友哲
（さどとも・てつ）
著
法律文化社

冷戦時代に誕生した平和学が、戦争や紛争の解明から貧困、飢餓、地球的諸問
題の解決にまで発展していく過程を踏まえながら、今日の SDGs 時代に果たすべき
役割を分析する。平和学の課題と展望も示す。

政治
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎319.8 件名◎平和 サエ 128p
冊子版 978-4-589-04045-9 2019.12

*1031760414*
オーストラリア多文化社会論

移民・難民・先住民族との共生をめざして

政治

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎316.871 件名◎民族問題－オース
トラリア ■オ 304p
オーストラリアの歴史と現状をふまえ、移民・難民・先住民族との共生を包括的に 冊子版 978-4-589-04053-4 2020.02
関根政美
（せきね・まさみ）
編著
法律文化社

塩原良和
（しおばら・よしかず）
編著

論じた書。新自由主義の下での政策の見直しを批判的に検証し、急速に多文化
社会化する日本に示唆を与える。

ガルトゥング平和学の基礎

*1031959571*
政治

同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎319.8 件名◎平和 ガガ 188p
現代平和学の方法の開発におけるパイオニアであり、世界の平和運動のリーダー 冊子版 978-4-589-04027-5 2019.09

ヨハン・ガルトゥング著
法律文化社

藤田明史
（ふじた・あきふみ）
編訳

としても知られる、ヨハン・ガルトゥングの代表的な論文・エッセイを集成。ガルトゥ
ング平和学の進化・深化のダイナミックな過程の断面を示す。

*1031458213*
927

フランスと世界

政治

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎319.35 件名◎フランス－対外関
フランスの外交・政治と社会文化を解説したテキスト。第三共和制から現代までの 係－歴史 ■フ 260p
フランス外交史を概観したうえで、各国・地域との関係を読み解く。また、トピック 冊子版 978-4-589-04034-3 2019.11
渡邊啓貴
（わたなべ・ひろたか）
編著
法律文化社

上原良子
（うえはら・よしこ）
編著

別にフランスのスタンスを論じる。

*1031656998*
越境する平和学 アジアにおける共生と和解
金敬黙
（きむ・ぎょんむく）
編著
法律文化社

現場から模索する平和学の新しい方法論、日本という空間の内なる越境と共生、
平和の主体となるアプローチ…。抜き差しならない現場から平和を問い直す。フォト
ジャーナリスト・安田菜津紀との対談も収録。

政治
同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎319.8 件名◎平和 キエ 215p
冊子版 978-4-589-04031-2 2019.10

*1031629260*
核のある世界とこれからを考えるガイドブック 〈RECNA 叢書 5〉
中村桂子
（なかむら・けいこ）
著
法律文化社

長崎大学の教養教育科目「核兵器とは何か」から生まれた、核問題を多角的、
主体的に学ぶための本。
「もっと考えてみよう」等のコーナーを設け、
「核がない世界」
を創るための基礎的思考力が身につくよう工夫する。

政治
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎319.8 件名◎核兵器 ナカ 157p
冊子版 978-4-589-04076-3 2020.04

*1031959586*
国際行政の新展開 国連・EUとSDGs のグローバル・ガバナンス

政治

同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎ 件名◎国際政治 フコ 237p
国連システムとEUという国際機構の制度と組織、国際行政資源の調達と管理に 冊子版 978-4-589-04094-7 2020.08
福田耕治
（ふくだ・こうじ）
著
法律文化社

坂根徹
（さかね・とおる）
著

ついて解説。先端的なSDGs のグローバルガバナンスにおける国際行政活動と国
際公共政策の具体例も紹介し、各政策分野の喫緊の課題を論じる。

*1032413725*
人はなぜ戦争をするのか
戸田清
（とだ・きよし）
著
法律文化社

子どもたちから出てくる、「そもそも、なぜ大人は戦争をするのか」「なぜ原爆は投
下されたのか」という2つの疑問。それにどう応えるべきかについて、関連するテー
マとともに論じ、平和教育の方向性を考える。

政治
同時アクセス1 2,200円 + 税
同時アクセス3 3,300円 + 税
分類◎319.8 件名◎戦争 トヒ 66p
冊子版 978-4-589-04020-6 2019.07

*1031477117*
立法学 序論・立法過程論 第4版

政治

同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎ 件名◎国会 ナリ 415p
立法過程を包括的に考察した体系書。立法学の意義・体系・課題について論じ 冊子版 978-4-589-04040-4 2020.04
中島誠
（なかじま・まこと）
著
法律文化社

た後、立法過程に関する実務を含めた静態・動態両面を整理し、立法過程とその
背景にある統治機構の課題を論じる。政治情勢の動向を織り込んだ第4版。

*1031959575*
「憲法上の権利」入門

法律

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎323.143 件名◎人権 ■ケ 247p
憲法が保障する人権（自由・権利）と一般で使われる「人権」の相違をよみとくこ 冊子版 978-4-589-04016-9 2019.06
井上典之
（いのうえ・のりゆき）
編
法律文化社

門田孝
（もんでん・たかし）
著

とから、憲法の基本的な考え方を学ぶ入門書。最高裁違憲判決の事案・争点・
判旨については、特に詳細に提示する。

*1031629265*
928

18歳からはじめる民法 第4版 〈From 18〉
潮見佳男
（しおみ・よしお）
編
法律文化社

中田邦博
（なかた・くにひろ）
編

18歳の大学生が日常生活において経験する可能性の高い典型的なトラブルや、
家族・友人をめぐる身近な法的問題を取り上げて、その法的問題の所在と内容をや
さしく解説する。民法の重要な骨格を示したテキスト。

法律
同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎324 件名◎民法 ■ジ 104p
冊子版 978-4-589-04024-4 2019.09

*1031722607*
アクチュアル 行政法 第3版

法律

同時アクセス1 6,820円 + 税
同時アクセス3 10,230円 + 税
分類◎ 件名◎行政法 ■ア 365p
行政法の基本的な原理と仕組みをおさえたうえで、制度変化や担い手の多様化を 冊子版 978-4-589-04082-4 2020.04
市橋克哉
（いちはし・かつや）
著
法律文化社

榊原秀訓
（さかきばら・ひでのり）
著

視野にいれ、判例を中心に行政法運用について解説する骨太の教科書。第2版
（2015年刊）以降の動向を盛り込んだ第3版。

*1031722609*
アソシエイト法学 第2版
大橋憲広
（おおはし・のりひろ）
著
法律文化社

後藤光男
（ごとう・みつお）
著

憲法・民法・刑法の骨格的構造を理解できる初学者向けのテキスト。具体例を示
しながら基礎的知識を解説し、あらゆる法律に共通する法律用語や法律の条文の
読み方、裁判所と法律家の実際も紹介する。民法改正に対応した第2版。

法律
同時アクセス1 6,820円 + 税
同時アクセス3 10,230円 + 税
分類◎321 件名◎法律学 ■ア 262p
冊子版 978-4-589-04056-5 2020.04

*1031656994*
ハイブリッド刑法総論 第3版

法律

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎326.1 件名◎刑法 ■ ハ 321p
刑法の基礎理論・犯罪論・刑罰論を「Case」「Topic」「Further Lesson」な 冊子版 978-4-589-04073-2 2020.04
松宮孝明
（まつみや・たかあき）
編
法律文化社

どを使い、基礎から発展へとアクセントをつけて、口語体表記でわかりやすく解説
する。法改正等に対応した第3版。

*1031760412*
はじめて学ぶ EU 歴史・制度・政策

法律

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎329.37 件名◎ヨーロッパ共同体
EU の歴史的な発展とその取り組みについての導入的、教養的な話題をとりあげ、 イハ 209p
全24講で解説。各講の冒頭に学びのねらいを掲載し、末尾には論点と題した復習 冊子版 978-4-589-04060-2 2020.03
井上淳
（いのうえ・じゅん）
著
法律文化社

問題を付す。コラムも収録。

*1031656993*
ユーリカ民法 1 民法入門・総則

法律

同時アクセス1 6,380円 + 税
同時アクセス3 9,570円 + 税
分類◎324 件名◎民法 ■ユ 309p
法学部で専門科目としての民法を学ぶ学生を対象に編まれた、論理的・合理的に 冊子版 978-4-589-04019-0 2019.07
田井義信
（たい・よしのぶ）
監修
法律文化社

考える仕掛けが満載の教科書。設例やコラム、問題演習等を随所に配置する。1
では、民法全体についての入門と民法総則の概説を収録。

*1031477119*
リーガルリテラシー法学・憲法入門

法律

同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎323.14 件名◎憲法－日本 アリ
現行憲法をしっかり学び社会常識としての憲法・法律の知識を身につけていくことを 135p
目的にしたテキスト。憲法のみならず、民法、刑法という基本的な法律や、教育 冊子版 978-4-589-04079-4 2020.04
浅川千尋
（あさかわ・ちひろ）
著
法律文化社

法や労働法に属する法律までさまざまな法律をわかりやすく解説。

*1031959587*
929

リベラル・ナショナリズム憲法学

日本のナショナリズムと文化的少数者の権利

栗田佳泰
（くりた・よしやす）
著
法律文化社

リベラル・ナショナリズム憲法学の理論、日本における基底的価値やその他のリベ
ラルな諸価値・ナショナルな諸価値・憲法価値との関係、日本における文化的小
数者の権利について論じる。既公表論文に書き下ろしを加えて書籍化。

憲法を楽しむ
憲法を楽しむ研究会編
法律文化社

法律
同時アクセス1 14,960円 + 税
同時アクセス3 22,440円 + 税
分類◎323.01 件名◎憲法 クリ 312p
冊子版 978-4-589-04049-7 2020.01

*1031760410*
法律

民谷渉
（たみや・わたる）
ほか著

君が代への敬意は義務 ? なぜ同性同士は結婚できない? 様々な憲法問題を取り上
げ、何が問題となっているかをわかりやすく伝えるとともに、学説・判例の簡単な説
明をふまえた上で、どのような考え方があるのかを示す。

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎ 件名◎憲法－日本 ■ケ 226p
冊子版 978-4-589-04086-2 2020.05

*1031959588*
憲法入門 ! 市民講座

法律

同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎323.14 件名◎憲法－日本 ■ケ
憲法はなぜ必要 ? 憲法9条と自衛隊はどう関係している? 市民の素朴な疑問や「わ 213p
からない」に応える憲法入門書。各講の最後には質疑応答として、説明の足りな 冊子版 978-4-589-04068-8 2020.03
大久保卓治
（おおくぼ・たくじ）
編
法律文化社

小林直三
（こばやし・なおぞう）
編

いところを補う。

*1031959572*
国際平和活動の理論と実践 南スーダンにおける試練
井上実佳
（いのうえ・みか）
編著
法律文化社

川口智恵
（かわぐち・ちぐみ）
編著

国際社会において平和の構築と定着を目指して取り組まれている「国際平和活動」
に焦点を当て、その基本概念等を解説。さらに、南スーダンにおける複合的危機
の事例を素材に、国際平和活動の実践を分析する。

法律
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎329.5 件名◎国連平和維持活動
■コ 17,165p
冊子版 978-4-589-04084-8 2020.04

*1031722608*
子どもと法

法律

丹羽徹
（にわ・とおる）
編
法律文化社

「権利主体としての子ども」の位置付けを行い、家庭、学校、社会の各場面で子
どもが出会う法の具体的有り様を論じる。さらに、子どもの未来という視点から大人
の責任についても考える。

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎320.4 件名◎法律 ■コ 174p
冊子版 978-4-589-03786-2 2016.07

*1031064001*
新・ケースで学ぶ国際私法 新版

法律

同時アクセス1 7,040円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎329.8 件名◎国際私法 ■シ
国際私法と国際民事手続法を通じて、国際的なビジネスや家族生活に実際に使え 16,299p
る法的な考え方を紹介。具体例を用いて問題を浮かび上がらせ、主要な法的なルー 冊子版 978-4-589-04077-0 2020.04
野村美明
（のむら・よしあき）
編著
法律文化社

高杉直
（たかすぎ・なおし）
編著

ルは条文の形で本文中に引用する。

*1031760413*
新プリメール 民法 1 民法入門・総則 第2版 〈αブックス〉
中田邦博
（なかた・くにひろ）
著
法律文化社

後藤元伸
（ごとう・もとのぶ）
著

はじめて民法を学ぶ人のために、読みやすさ・わかりやすさを追求した民法総則の
テキスト。民法入門として、民法の全体像や基礎的知識も解説する。成年年齢の
引下げ等の民法改正に対応した第2版。

法律
同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎324 件名◎民法 ■シ 340p
冊子版 978-4-589-04061-9 2020.04

*1031656989*
930

新プリメール 民法 3 債権総論 第2版 〈αブックス〉
松岡久和
（まつおか・ひさかず）
著
法律文化社

山田希
（やまだ・のぞみ）
著

はじめて民法を学ぶ人のために、読みやすさ・わかりやすさを追求した債権総論の
テキスト。できるだけ身近な具体例を示し、図表で視覚的な理解を促す。遺留分
制度の見直しなどの相続法の改正に対応した第2版。

法律
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎324 件名◎民法 ■シ 270p
冊子版 978-4-589-04063-3 2020.04

*1031656990*
新プリメール 民法 4 債権各論 第2版 〈αブックス〉
青野博之
（あおの・ひろゆき）
著
法律文化社

谷本圭子
（たにもと・けいこ）
著

はじめて民法を学ぶ人のために、読みやすさ・わかりやすさを追求した債権各論の
テキスト。契約、事務管理、不当利得および不法行為という4つの債権の発生原
因を扱う。2020年4月1日施行の債権法改正に対応した第2版。

法律
同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎324 件名◎民法 ■シ 246p
冊子版 978-4-589-04064-0 2020.04

*1031656991*
新プリメール 民法 5 家族法 第2版 〈αブックス〉

法律

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎324 件名◎民法 ■シ 246p
はじめて民法を学ぶ人のために、読みやすさ・わかりやすさを追求した家族法のテ 冊子版 978-4-589-04065-7 2020.03
床谷文雄
（とこたに・ふみお）
著
法律文化社

神谷遊
（かみたに・ゆう）
著

キスト。民法第4編（親族編）
・第5編（相続編）を中心とした家族法分野を扱う。
成年年齢の引下げまでの家族法関連の法改正に対応した第2版。

*1031656992*
人権論入門 日本国憲法から考える

法律

同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎323.143 件名◎人権 オジ 173p
憲法学とりわけ日本国憲法の視点から「人権論」にアプローチ。大震災・原発事故、 冊子版 978-4-589-04021-3 2019.08
奥野恒久
（おくの・つねひさ）
著
法律文化社

刑事権力、教育、外国人、労働や平和といったテーマを取り上げ、人権問題を考
える概説書。

*1031458210*
成年後見制度の社会化に向けたソーシャルワーク実践

判断能力が不十分な人の自立を目指す社会福祉協議会の取り組み

香山芳範
（かやま・よしのり）
著
法律文化社

官（国および自治体）専（専門職）民（市民）各々の要素を有する社会福祉協
議会が、判断能力が不十分な人への自立支援として、成年後見制度の社会化を
どのように推進していくべきかについて考察する。

正義論 ベーシックスからフロンティアまで

法律
同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎ 件名◎成年後見制度 カセ 108p
冊子版 978-4-589-04095-4 2020.07

*1032413721*
法律

同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎321.1 件名◎正義 ■セ 277p
古典的学説・学派から最近の論点まで、正義論の基本をわかりやすく説明したうえで、 冊子版 978-4-589-04028-2 2019.10
宇佐美誠
（うさみ・まこと）
著
法律文化社

児玉聡
（こだま・さとし）
著

貧困・格差や環境破壊などに正義論がどのように応用されうるかを論じる。架空例・
コラムも交え、哲学的思考を鍛える豊富な素材を提供する。

*1031959577*
日本の法学とマルクス主義

21世紀の社会編成理論の構築をめざして

大島和夫
（おおしま・かずお）
著
法律文化社

マルクスとエンゲルスによる法と経済についての叙述を確認するとともに、戦前から
現在までのマルクス主義法学と呼ばれた学問の流れを概観。マルクス主義法学
が現代の市民社会へどのような示唆を与えるかについて考察する。

法律
同時アクセス1 16,500円 + 税
同時アクセス3 24,750円 + 税
分類◎321 件名◎法律学 オニ 350p
冊子版 978-4-589-04044-2 2019.12

*1031760417*
931

日本近代家族法史論

法律

村上一博
（むらかみ・かずひろ）
著
法律文化社

明治・大正期家族法史研究の今日的到達点を整理し、親族相続法に関する裁判
例と学説の検討に新たな視点を提示。家族法の未来像を模索するうえで、日本近
代家族法の軌跡を浮き彫りにし、混迷する現在の家族法に示唆を与える。

同時アクセス1 6,380円 + 税
同時アクセス3 9,570円 + 税
分類◎324.6 件名◎家族法－歴史 ムニ
305p
冊子版 978-4-589-04080-0 2020.04

*1032413716*
入門憲法学 憲法原理から日本社会を考える
京都憲法会議監修
法律文化社

木藤伸一朗
（きとう・しんいちろう）
編

日本国憲法の基本原理、憲法制度および基本的人権について、具体的な憲法解
釈と解説を加える。現在の憲法問題に対する見解や問題提起、今日的問題を憲
法原理に引き付けて考えるためのコラムも掲載。

法律
同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎ 件名◎憲法－日本 ■ニ 189p
冊子版 978-4-589-04081-7 2020.04

*1031959576*
法学への招待 社会生活と法 第2版

法律

同時アクセス1 6,380円 + 税
同時アクセス3 9,570円 + 税
分類◎321 件名◎法律学 タホ 265p
これから法専門科目を学ぼうとする人を対象とした法学入門テキスト。法専門科目 冊子版 978-4-589-04058-9 2020.02
高橋明弘
（たかはし・あきひろ）
著
法律文化社

に共通する知識を提示したうえで、現代的問題や課題をとりあげ、各法の特徴を解
説する。民法の改正等に対応。

*1031959585*
民法改正と売買における契約不適合給付
古谷貴之
（ふるたに・たかゆき）
著
法律文化社

2017年5月に成立した改正民法において、新たに契約不適合責任制度が設けられ
た。契約不適合責任をめぐるわが国の議論を整理し、理論的観点から分析。重
要論点について解釈論を提示する。

法律
同時アクセス1 17,160円 + 税
同時アクセス3 25,740円 + 税
分類◎324.52 件名◎瑕疵担保 フミ
367p
冊子版 978-4-589-04046-6 2020.01

*1031959582*
民法入門ノート

法律

渡邊力
（わたなべ・つとむ）
編
法律文化社

法律の入門者に向けて、民法の全体像（財産法・家族法）を分かりやすく解説。
民法の全範囲を75のトピックに分類し、具体例、論証例を提示する。巻末に重要
項目を厳選した練習問題を掲載。

同時アクセス1 7,040円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎324 件名◎民法 ■ミ 165p
冊子版 978-4-589-04032-9 2019.11

*1031760415*
経済政策入門

経済

同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎333 件名◎経済政策 ■ケ 254p
経済学・経済政策の知識を平易に解説した入門書。ミクロ・マクロ経済政策から 冊子版 978-4-589-04085-5 2020.04
藤川清史
（ふじかわ・きよし）
編
法律文化社

説きおこし、財政・金融・経済成長政策を説明。今後の豊かさを考えるものとして、
貿易・社会保障・環境政策を取りあげる。

*1031959574*
資源地政学 グローバル・エネルギー競争と戦略的 パートナーシップ
稲垣文昭
（いながき・ふみあき）
編
法律文化社

玉井良尚
（たまい・よしなお）
編

「資源の輸送をめぐる貿易障壁」「資源貿易と政治体制の構図」「資源貿易と民
族問題の構図」の3つに分けて、地政学的観点から、資源をめぐる国際政治を考察。
資源地政学の今後についても言及する。

経済
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎334.7 件名◎資源 ■シ 170p
冊子版 978-4-589-04059-6 2020.03

*1031959573*
932

傷害保険の約款構造 原因事故の捉え方と2種類の偶然性を中心に
吉澤卓哉
（よしざわ・たくや）
著
法律文化社

受傷原因となった事故をどう捉えるか。原因事故発生と結果発生の偶然性（2種
類の偶然性）をいかに位置づけるか。傷害保険の保険約款と従来の学説を詳細
に分析し、最高裁判例では示されていない一貫した理論を提示する。

経済
同時アクセス1 12,760円 + 税
同時アクセス3 19,140円 + 税
分類◎339.47 件名◎傷害保険 ヨシ
268p
冊子版 978-4-589-04054-1 2020.03

*1032413714*
深く学べる国際金融 持続可能性と未来像を問う
奥田宏司
（おくだ・ひろし）
編
法律文化社

代田純
（しろた・じゅん）
編

国際金融の基本を深く掘り下げて学べるテキスト。国際収支、外国為替と国際通
貨体制、現代の国際金融・資本市場、アメリカ金融市場・金融政策の現状、新
興国の金融問題、日本の経常収支と金融政策などについて平易に解説する。

経済
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎338.9 件名◎国際金融 ■フ
170p
冊子版 978-4-589-04067-1 2020.03

*1031760408*
日本の経済学史

経済

橘木俊詔
（たちばなき・としあき）
著
法律文化社

輸入学問である経済学に日本人がいかに取りくんできたか。幅広い視点から、江戸
時代から現代までの軌跡を歴史として探究、評価する。日本人はなぜノーベル経
済学賞を取れないのかも論じる。

同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎331.21 件名◎経済学－歴史 タニ
279,7p
冊子版 978-4-589-04035-0 2019.10

*1031656996*
現代税法と納税者の権利 三木義一先生古稀記念論文集
三木義一先生古稀記念論文集編集委員会編
法律文化社

税法研究の第一人者であり、公益活動や税制のご意見番としても活躍している三
木義一の古稀を記念する論文集。「税法における実質主義と外観論の関係」「譲
渡所得における対価概念」など、16編の論文を収録。

財政
同時アクセス1 17,160円 + 税
同時アクセス3 25,740円 + 税
分類◎ 件名◎租税－法令 ■ゲ 376p
冊子版 978-4-589-04069-5 2020.05

*1032413718*
「保険化」する社会保障の法政策 現状と生存権保障の課題
伊藤周平
（いとう・しゅうへい）
著
法律文化社

社会保険における「負担しなければ給付なし」の原則の強化、個人給付・直接
契約方式の導入等、保険化する社会保障改革の現状を生存権保障の観点から批
判的に分析。財源問題も含めてあるべき社会保障の法政策の方向を示す。

社会
同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎364 件名◎社会保障 イホ
6,285p
冊子版 978-4-589-04029-9 2019.10

*1031656995*
DIY 社会学
景山佳代子
（かげやま・かよこ）
編
法律文化社

社会
白石真生
（しらいし・まさき）
編

はじめて社会学を学ぶ人のための実践的テキスト。ライフコースや日常の行動を「問
い→考える・共有→発見→新たな問い」のステップで考察できるよう構成し、“ 社
会学する”ことのおもしろさを伝える。書き込み欄あり。

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎ 件名◎社会学 ■デ 185p
冊子版 978-4-589-04048-0 2020.06

*1032413719*
ベーシックインカムを問いなおす その現実と可能性

社会

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎364 件名◎ ベーシックインカム ■
すべての個人に無条件で一定額を継続して給付する政策「ベーシックインカム ベ 196,10p
（BI）」。その実施に対して批判的検討を行い、現時点で優先すべき政策アイデ 冊子版 978-4-589-04036-7 2019.10
佐々木隆治
（ささき・りゅうじ）
編著
法律文化社

志賀信夫
（しが・のぶお）
編著

アをわかりやすく説明する。世界の BIも紹介。

*1031629262*
933

よくわかる公的扶助論 低所得者に対する支援と生活保護制度

社会

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎369.2 件名◎公的扶助 ■ヨ
公的扶助の定義、生活保護制度の仕組みや歴史、低所得者に対する各種支援な 184p
どについて解説する。生活保護をめぐる代表的な裁判例も収録。社会福祉士の国 冊子版 978-4-589-04051-0 2020.03
増田雅暢
（ますだ・まさのぶ）
編
法律文化社

脇野幸太郎
（わきの・こうたろう）
編

家試験受験のための指定科目に対応したテキスト。

*1031959583*
レクチャー社会保障法 第3版 〈αブックス〉
河野正輝
（かわの・まさてる）
編
法律文化社

江口隆裕
（えぐち・たかひろ）
編

社会保障法の基本的な考え方およびその全体像をわかりやすく解説。さらに、社会
保障の構造的な改革の動向や課題を理解できるように、法政策上の論点も織り込
む。2019年6月までに成立した立法を取り入れた第3版。

社会
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎ 件名◎社会保障－法令 ■レ
314p
冊子版 978-4-589-04083-1 2020.05

*1032413713*
家族をめぐる法・心理・福祉 法と臨床が交錯する現場の実践ガイド
村尾泰弘
（むらお・やすひろ）
編著
法律文化社

家族問題を理解するために必要な法・心理・福祉の基礎知識を説明し、少年非行
や DV 等、具体的な事例を通して、問題の核心と解決法を示す。また、治療的司
法や情状鑑定など、家族問題をめぐる新たな潮流と課題も取り上げる。

社会
同時アクセス1 6,380円 + 税
同時アクセス3 9,570円 + 税
分類◎367.3 件名◎家族 ムカ 207p
冊子版 978-4-589-04030-5 2019.11

*1031656997*
共生の思想と作法 共によりよく生き続けるために

〈龍谷大学社会科学研究所叢書 第131巻〉
笠井賢紀
（かさい・よしのり）
編
法律文化社

工藤保則
（くどう・やすのり）
編

経済、宗教、持続性といった共生を考えるための基盤を論じたうえで、地域社会や
様々な場において共生がいかに実践されうるのかを明らかにする。日本国内におけ
る共生の思想あるいは作法（実践事例）も紹介。

共生社会の再構築 3 国際規範の競合と調和

社会
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎361.04 件名◎社会学 ■キ
233p
冊子版 978-4-589-04057-2 2020.03

*1031959584*
社会

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎361.5 件名◎多文化主義 ■キ
多文化共生社会を実現するために不可欠な社会基盤の構築を多角的に検証し、メ 277p
カニズムを解明する。3は、国内政治と国際政治の連関を踏まえながら、共生社 冊子版 978-4-589-04022-0 2020.03
大賀哲
（おおが・とおる）
編
法律文化社

中野涼子
（なかの・りょうこ）
編

会を国際規範の観点から考察する。

*1031959580*
教養としてのジェンダーと平和

社会

同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 6,270円 + 税
分類◎367.1 件名◎性差 ■キ 248p
シングル・マザー、同性愛者、移住労働者、性暴力被害者、原発事故被災者など、 冊子版 978-4-589-03756-5 2016.04
風間孝
（かざま・たかし）
編著
法律文化社

加治宏基
（かじ・ひろもと）
編著

この社会で懸命に生きる人々が直面する課題を取り上げ、ジェンダーと平和の視点
から「ありうべき」社会を考える。

*1031828307*
高齢者の生活困難と養護老人ホーム 尊厳と人権を守るために
河合克義
（かわい・かつよし）
編
法律文化社

清水正美
（しみず・まさみ）
編

老人福祉法上の「老人福祉施設」のひとつである養護老人ホームの現状と今後
のあり方を、今日の高齢者が抱える生活上の諸困難に根ざすことを重視して検討す
る。地方自治体における高齢者支援の実態も紹介。

社会
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎369.263 件名◎老人ホーム ■コ
197p
冊子版 978-4-589-04025-1 2019.09

*1031458212*
934

国際結婚論！
？ 現代編
嘉本 伊都子
法律文化社

男と女の関係を通して、現代の日本社会、国際社会を読み解く。戦後における家
族や女性をめぐる労働の変化、東アジアの国際結婚の実態を検証しながら、いま
を生きる私たちの立ち位置と今後を考える。詳細な参考文献付。

社会
同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 6,270円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-589-03119-8

2008

*1031889375*
国際結婚論！
？ 歴史編

社会

同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎
明治時代に生まれた言葉「国際結婚」。男と女の歴史から、日本の国がみえてくる。 冊子版 978-4-589-03118-1
嘉本 伊都子
法律文化社

江戸時代から第二次世界大戦までの〈異国人〉間関係にあった人々の足跡をたど
りながら歴史感覚と国際感覚を養う。

2008

*1031889374*
若者支援とソーシャルワーク 若者の依存と権利

社会

同時アクセス1 10,780円 + 税
同時アクセス3 16,170円 + 税
分類◎367.68 件名◎青少年問題 オワ
若者の経験する生活困難を対象とした実践へのフィールドワークや実践者へのイン 232,20p
タビューを検討。若者支援をめぐる状況をソーシャルワークの観点から分析し、若 冊子版 978-4-589-04023-7 2019.08
岡部茜
（おかべ・あかね）
著
法律文化社

者を対象とする法制度の課題と修正方向を提起する。

*1031458211*
新・現代障害者福祉論
鈴木勉
（すずき・つとむ）
編著
法律文化社

田中智子
（たなか・ともこ）
編著

障害者福祉の理念や政策・制度の生成と展開を追うだけでなく、人権保障の立場
を明確にし、障害者福祉領域の今日的な課題を提示する。障害者福祉に従事す
る専門職の実践報告も収録。

社会
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎369.27 件名◎障害者福祉 ■シ
204p
冊子版 978-4-589-04033-6 2019.09

*1031629261*
新・消費者法これだけは 第3版

〈法律文化 ベーシック・ブックス HBB+〉

社会

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎365 件名◎消費者保護－法令 ■
シ 242p
消費者基本法から消費者被害救済までの消費者法を体系化し、図表および具体 冊子版 978-4-589-04072-5 2020.04
杉浦市郎
（すぎうら・いちろう）
編
法律文化社

的な事例を挙げながらわかりやすく解説する。消費者契約法改正等の最新動向を
反映した第3版。

精神障害と人権 社会のレジリエンスが試される

*1031760409*
社会

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎369.28 件名◎精神障害者福祉
医療や障害者に関わる法制のなかで、特異な位置を占める精神障害者法制。精 ヨセ 187p
神障害者が関わる問題について、法、とりわけ人権の観点から分析・検討し、重 冊子版 978-4-589-04050-3 2020.01
横藤田誠
（よこふじた・まこと）
著
法律文化社

大な社会問題に対する法的対応の意義とその限界を明らかにする。

*1031760411*
知的障害者家族の貧困 家族に依存するケア

社会

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎369.28 件名◎知的障害 タチ
母親が障害のある子どものケアに専念しなければならないのはなぜか。その前提と 151p
なる家族に依存した障害者の生活はどのような構造なのか。家計を切り口に、知的 冊子版 978-4-589-04066-4 2020.04
田中智子
（たなか・ともこ）
著
法律文化社

障害者家族の生活－障害・ケア・貧困の構造的関連性を分析・考察。

*1032413717*
935

貧困と就労自立支援再考 経済給付とサービス給付

社会

同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎369.2 件名◎就労支援
（生活困窮
働くことが貧困改善につながるのか。「サービス給付」を「経済給付」と対比しな 者）■ヒ 234p
がら、両者が織りなす困窮者支援の実相と問題点を浮き彫りにする。中間的就労 冊子版 978-4-589-04038-1 2019.10
埋橋孝文
（うずはし・たかふみ）
編
法律文化社

同志社大学社会福祉教育・研究支援センター編

の取り組み事例も紹介。セミナーの講演記録をもとに書籍化。

*1031629264*
不公正な取引方法と私法理論 EU 法との比較法的考察

社会

同時アクセス1 11,440円 + 税
同時アクセス3 17,160円 + 税
分類◎365 件名◎消費者保護－法令 カ
消費者取引において事業者が行う「不公正な取引行為」に関する包括的な規律 フ 253p
が存在しない日本の法規制のあり方について、ヨーロッパ私法の進展を踏まえ、比 冊子版 978-4-589-04074-9 2020.03

カライスコス アントニオス著
法律文化社

較法的に考察を試みる。

*1032413720*
労働契約論の再構成 小宮文人先生古稀記念論文集

社会

同時アクセス1 15,400円 + 税
同時アクセス3 23,100円 + 税
分類◎366.51 件名◎労働契約 ■ロ
小宮文人の古稀を記念し、國學院専修労働判例研究会のメンバー有志が寄稿し 345p
た論文集。労働契約論の主な論点につき、理論的到達点を踏まえ、あらためて再 冊子版 978-4-589-04018-3 2019.06
淺野高宏
（あさの・たかひろ）
編
法律文化社

北岡大介
（きたおか・だいすけ）
編

定位を試みるとともに、今日的課題を探る。

*1031477118*
教育の原理 Q＆A 教育学 第3版

教育

同時アクセス1 5,060円 + 税
同時アクセス3 7,590円 + 税
分類◎371 件名◎教育学 ■キ 242p
大学、短期大学における教職科目の基本的なテキスト。教育の内容や教育の方法、 冊子版 978-4-589-03597-4 2014.04
林勲
（はやし・いさお）
編
法律文化社

生徒指導、教育制度、生涯学習、人と思想などを、わかりやすく、コンパクトにQ
＆A 形式で解説する。今日の学校教育の諸問題を取り上げた第3版。

*1031574986*
アメリカの医療政策と病院業 企業性と公益性の狭間で

医学

同時アクセス1 12,100円 + 税
同時アクセス3 18,150円 + 税
分類◎498.16 件名◎病院－歴史 タア
アメリカの病院業に注目し、そこに内在する企業性と公共性という2つの特質に着目。 271p
その形成と展開の過程を、医療政策との関係も交えつつ、通史的に分析する。
冊子版 978-4-589-04043-5 2020.03
高山一夫
（たかやま・かずお）
著
法律文化社

*1031959578*
世界の病院・介護施設
加藤智章
（かとう・ともゆき）
編
法律文化社

日本・ドイツ・フランス・韓国・イギリス・オーストラリアの医療・介護提供体制を、
特に施設を中心に検討。日本・ドイツ・フランスについては医療提供体制を医療の
側面における病院と介護の側面における介護施設に分けて考察。

医学
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎498.16 件名◎病院 ■セ 184p
冊子版 978-4-589-04070-1 2020.03

*1032413715*
環境保護制度の基礎 第4版

建設工学、土木工学

同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎519.12 件名◎環境問題－法令 カ
環境保護のための制度について、資源利用の効率化、有害物質の拡散防止、お カ 213p
よび情報整備の面から考察を試みる。パリ協定、海洋プラスティック汚染、食品 冊子版 978-4-589-04052-7 2020.01
勝田悟
（かつだ・さとる）
著
法律文化社

に含まれる放射線物質の基準値など近時の動向を踏まえた第4版。

*1031959581*
936

WTO・FTA 法入門 グローバル 経済のルールを学ぶ 第2版
小林友彦
（こばやし・ともひこ）
著
法律文化社

飯野文
（いいの・あや）
著

貿易戦争に対して、WTO や FTAに何ができて、何ができないのか ? ルールの原
則と例外を軸にバランスよく解説し、紛争処理のチャートや事例を多数取り上げる。
日欧 EPA や TPP11など最新動向をフォローアップ。

商業
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎678.3 件名◎世界貿易機関 ■ダ
215p
冊子版 978-4-589-04062-6 2020.03

*1031760406*
巨大ロボットの社会学 戦後日本が生んだ想像力のゆくえ

演劇

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎778.77 件名◎アニメーション ■
現実離れした「巨大な人型ロボット」を生み出してきた日本のアニメ。そのアニメ キ 208p
の世界観とアニメから現実世界への延長（ゲーム・玩具・観光）を分析することで、 冊子版 978-4-589-04041-1 2019.11
池田太臣
（いけだ・たいしん）
編著
法律文化社

木村至聖
（きむら・しせい）
編著

戦後日本の社会を鮮やかに描き出す。

*1031656999*
社会保障法 Journal of Social Security Law 第35号
高齢者法の理論と実務 / 生活困窮者自立支援の法的仕組み

日本社会保障法学会編
日本社会保障法学会 法律文化社
（発売）

2019年開催の第74回大会（於：愛媛大学）の2日間にわたるシンポジウムの模様
を論稿としてまとめたものである。

社会
同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎364.05 件名◎社会保障－法令
■シ 221p
冊子版 978-4-589-04039-8 2019.12

*1031760407*
労働契約における規範形成の在り方と展望

〈日本労働法学会誌 133号〉

日本労働法学会編
日本労働法学会 法律文化社
（発売）

2019年10月開催の第136回大会（於：立命館大学）の2日間にわたるシンポジウ
ムおよびワークショップの模様を論稿としてまとめたものである。初日は個別報告とワー
クショップ、2日目は「労働契約における規範形成の在り方と展望」を統一テーマと
する大シンポジウムと特別講演を実施した。

社会
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎ 件名◎労働法 ■ロ 345p
冊子版 978-4-589-04089-3 2020.05

*1032413712*

937

北隆館
図説日本の珍虫 世界の珍虫 その魅惑的な多様性
平嶋義宏
（ひらしま・よしひろ）
編
北隆館

珍しい形や色彩、珍しい習性、稀少な昆虫を「珍虫」とし、日本の珍虫317種、
外国の珍虫301種を掲載した図説。珍虫よもやま話、昆虫の微細構造と電子顕微
鏡写真も収録する。和名・学名の索引付き。

動物学
同時アクセス1 72,600円 + 税
同時アクセス3 108,900円 + 税
分類◎486 件名◎昆虫 ■ズ 587p
冊子版 978-4-8326-0742-2 2017.11

*1031986271*
世界の鳥の学名解 ツタンカーメン王の黄金のマスクの謎

動物学

同時アクセス1 66,000円 + 税
同時アクセス3 99,000円 + 税
分類◎488 件名◎鳥類 ヒセ 339p 図版
鳥の学名についてのユニークな学名辞典。ツタンカーメン王の黄金のマスク、ガ 16p
ラパゴス諸島の鳥たちなど、様々な切口から鳥の学名を解説するほか、珍鳥の写真、 冊子版 978-4-8326-0746-0 2018.11
平嶋義宏
（ひらしま・よしひろ）
著
北隆館

図版、滋味溢れるエッセイなどを多数収載する。

*1031986269*
日本産蚊全種検索図鑑

An illustrated book of the mosquitoes of Japan：adult
identification,geographic distribution and ecological note

津田良夫
（つだ・よしお）
著
北隆館

蚊の全身を拡大した精密なカラー図版76枚と、
日本産の蚊124種の同定に便利な
「図
解検索表」を収録。形態的特徴の同定ポイントを簡潔にまとめた全種の解説と、
最新の分布図も記載。「蚊の観察と生態調査」の姉妹編。

医ダニ学図鑑 見える分類と疫学
高田伸弘
（たかだ・のぶひろ）
編著
北隆館

高橋守
（たかはし・まもる）
著

病原体を媒介するマダニ類・ツツガムシ類から、刺症やアレルギーに起因する微
小な自活性のコダニ類まで、ヒトや動物に病害を与える「医ダニ類」の図鑑。医
ダニ類の地理病理についてもまとめる。和名・学名・用語索引付き。

動物学
同時アクセス1 33,000円 + 税
同時アクセス3 49,500円 + 税
分類◎ R486.9 件名◎か
（蚊）
－図鑑 ツニ
76,127p
冊子版 978-4-8326-1006-4 2019.02

*1031986268*
医学
同時アクセス1 33,000円 + 税
同時アクセス3 49,500円 + 税
分類◎498.69 件名◎だに タイ 375p
冊子版 978-4-8326-1053-8 2019.09

*1031986270*

938

マイナビ出版
Office 2016 for Mac マスターブック 〈MacFan BOOKS〉

総記

同時アクセス1 6,297円 + 税
同時アクセス3 15,743円 + 税
分類◎007.63 件名◎ビジネスソフト アオ
Mac 版 Office が全部わかる! クラウドの利用やファイル共有に関する機能をはじめ、 399p
Excel、Wordなど、Officeにパッケージされているソフトを使いこなすための基本 冊子版 978-4-8399-5715-5 2015.09

東弘子
（あずま・ひろこ）
著
マイナビ

や活用度の高い機能を解説する。

*1031115551*
基本からわかるZBRUSH 標準リファレンスガイド

総記

同時アクセス1 10,945円 + 税
同時アクセス3 27,362円 + 税
分類◎007.642 件名◎コンピュータ・グラ
3Dソフト「ZBRUSH」の解説書。基礎 モデリングをベースに、スカルプトモデ フィックス ヨキ 327p
リングしたモデルデータの3Dプリント出力方法や、KeyShotをつかったレンダリン 冊子版 978-4-8399-5562-5 2015.09
米谷芳彦
（よねたに・よしひこ）
著
マイナビ

グ方法など、総合的な活用方法をまとめる。4R7対応。

*1031115585*
速効 ! 図解ここが変わったWindows 10

総記

同時アクセス1 2,007円 + 税
同時アクセス3 5,018円 + 税
分類◎007.634 件名◎オペレーティング
大幅に進化したWindows 10を、素早く
・効率的に使いこなせるよう、新機能と前バー システム ■ソ 175p
ジョンから変更している点をわかりやすく図解する。幅広い知識が身に付くコラムも 冊子版 978-4-8399-5753-7 2015.09
川上恭子
（かわかみ・きょうこ）
著
マイナビ

白鳥睦
（しらとり・むつみ）
著

掲載。

*1031115592*
Google Search Console の教科書

マーケティング / 検索エンジンに強くなる

電気工学

同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 15,675円 + 税
分類◎547.4833 件名◎検索エンジン最
適化 オグ 255p
「Google Search Console」の検索の仕組みからアルゴリズム、基本的な操作方法、 冊子版 978-4-8399-5702-5 2015.09
大本あかね
（おおもと・あかね）
著
マイナビ

菊池崇
（きくち・たかし）
著

正しく表示させるためのHTMLの基礎知識、スマートフォンサイトの上位表示まで、
わかりやすく解説する。

iMac マスターブック 〈MacFan BOOKS〉

*1031115549*
電気工学

同時アクセス1 4,895円 + 税
同時アクセス3 12,237円 + 税
分類◎548.29 件名◎パーソナルコン
iMac の使い方がイチからわかる解説書。操作の基本、便利なテクニック、カスタ ピュータ マア 319p
マイズの方法、アプリケーションの活用などについて説明する。トラブルシューティ 冊子版 978-4-8399-5427-7 2015.02
松山茂
（まつやま・しげる）
著
マイナビ

矢橋司
（やはし・つかさ）
著

ングも収録。OS Ⅹ Yosemite 対応。

*1031115526*
iPad mini マスターブック 2015 〈iPad Fan Books〉

電気工学

同時アクセス1 4,345円 + 税
同時アクセス3 10,862円 + 税
分類◎548.29 件名◎パーソナルコン
コントロールセンターを使いこなす、書籍＆マンガを楽しむ、メールを送受信する…。 ピュータ ■ア 287p
基本操作から便利なテクニックまで、iPad mini の使い方を丁寧に解説する。iPad 冊子版 978-4-8399-5424-6 2015.01
小山香織
（こやま・かおり）
著
マイナビ

飯塚直
（いいずか・なお）
著

mini 3～ iPad mini 対応。

*1031115521*
Macはじめよう

電気工学

同時アクセス1 3,795円 + 税
同時アクセス3 9,487円 + 税
分類◎548.29 件名◎パーソナルコン
セットアップから、基本操作、インターネットの活用、トラブル対策と解決方法まで ピュータ ■マ 271p
をわかりやすく紹介したMac 入門書。MacBook Air ＆ Pro・iMac 対応。OS Ⅹ 冊子版 978-4-8399-5502-1 2015.03
Mac 書籍編集部編
マイナビ

Yosemite 版。

*1031115531*
939

Web 制作・運用現場のための「課題解決」の教科書

円滑に制作・運用し、成果を出していくための現場の「見える化」、
「改善」、
「チーム運営」、
「ルール 作成」テクニック!
雨宮秀仁
（あめみや・ひでひと）
著
マイナビ

神尾武志
（かみお・たけし）
著

1人も辞めさせないチーム運営って? 英語ができればグローバルサイトも運用できる?
Web 制作・運用現場の抱える悩みや問題、課題を解決するためのノウハウやヒン
トを解説する。Web 運用簡易テストあり。

これからの「標準」
を学ぶマルチデバイス対応サイト構築

電気工学
同時アクセス1 6,545円 + 税
同時アクセス3 16,362円 + 税
分類◎547.4833 件名◎ホームページ ■
ウ 231p
冊子版 978-4-8399-5350-8 2015.01

*1031115542*
電気工学

〈Web Designing BOOKS〉

同時アクセス1 8,195円 + 税
同時アクセス3 20,487円 + 税
エ・ビスコム・テック・ラボ著
分類◎547.4833 件名◎ホームページ ■
マイナビ
コ 319p
マルチデバイスに対応したWeb サイトを作るのに必要な情報、設定、ポイントを、 冊子版 978-4-8399-5487-1 2015.04

図やサンプルでわかりやすく解説。取り上げたサンプルや画像素材などをダウンロー
ドできるURL 付き。

A/Bテストの教科書

*1031115543*
商業

同時アクセス1 7,122円 + 税
同時アクセス3 17,806円 + 税
分類◎675 件名◎インターネットマーケティ
カイゼン成果を確実に出せる万能な手法「A/Bテスト」。その始め方から、成功 ング ノエ 287p
させるコツ、実践ワザまで、A/Bテストの正しい手順と成果を上げるためのポイン 冊子版 978-4-8399-5522-9 2015.12
野口竜司
（のぐち・りゅうじ）
著
マイナビ

トを、テスト事例とともに解説する。

*1031115553*
Google AdWords 完全攻略 はじめてでも集客＆売上アップ !

商業

同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎674.6 件名◎インターネット広告
はじめてGoogle AdWords で広告を出稿してみたいと考えている人に向けた、やさ サグ 255p
しい入門書。広告の出稿前に押さえておきたいキホンを解説し、管理画面での広 冊子版 978-4-8399-5335-5 2015.05
佐藤和明
（さとう・かずあき）
著
マイナビ

告の作成方法を順を追って丁寧に説明する。

*1031115544*
サイトの改善と目標達成のための Web 分析の教科書
明日からの施策と運用が変わる、現場で使える知識とノウハウ

商業

同時アクセス1 6,545円 + 税
同時アクセス3 16,362円 + 税
分類◎675 件名◎インターネットマーケティ
ング ■サ 297p
Web の改善に活かせる分析がわかる本。目標設定、KPI 設計からWeb 解析、広 冊子版 978-4-8399-5492-5 2015.06

日本 Web 協会編著
マイナビ

奥野辰広
（おくの・たつひろ）
ほか監修

告効果測定、ソーシャルメディア分析、ユーザビリティ調査など、現場で知っておく
べき知識とノウハウを紹介する。

フリーソフトKritaでデジタルペイントマスター

*1031115547*
絵画

同時アクセス1 6,462円 + 税
同時アクセス3 16,156円 + 税
分類◎726.507 件名◎さし絵－技法 ■
多彩なブラシツールでどんな塗りも自由自在な、デジタルペイントツールの新定番 フ 191p
「Krita」。さまざまなタッチのイラストを作例に挙げながら、その制作工程を通じて 冊子版 978-4-8399-5340-9 2015.03
小平淳一
（こだいら・じゅんいち）
著
マイナビ

パルプライド著

Krita の機能を解説します。

*1031115541*
uGUIではじめるUnity UI デザインの教科書

諸芸、娯楽

同時アクセス1 8,195円 + 税
同時アクセス3 20,487円 + 税
分類◎798.5 件名◎ゲームソフト イユ
Unity の新 UIシステムを網羅的に解説し、モバイルアプリケーションでよく利用さ 389p
れるUI やネイティブプラグインの実践的な制作方法を説明。UI 制作に使える便利 冊子版 978-4-8399-5640-0 2015.08
岩井雅幸
（いわい・まさゆき）
著
マイナビ

なアセットやツールも紹介する。Unity5対応。

*1031115548*
940

これからの相矢倉 〈マイナビ将棋 BOOKS〉
畠山鎮
（はたけやま・まもる）
著
マイナビ

相矢倉戦においてプロ間で最もよく指されている3七銀戦法について、畠山鎮七段
が徹底解説。現時点の矢倉定跡の結論に限らず、矢倉の歴史、最先端の研究
手順、課題局面に対する見解にまで言及する。

諸芸、娯楽
同時アクセス1 4,235円 + 税
同時アクセス3 10,587円 + 税
分類◎796 件名◎将棋 ハコ 222p
冊子版 978-4-8399-5439-0 2015.01

*1031115605*
とっておきの穴熊退治 銀冠で勝つ ! 〈マイナビ将棋 BOOKS〉
佐藤秀司
（さとう・しゅうじ）
著
マイナビ

ファンの間で根強い人気がある戦法「振り飛車穴熊」に対する「銀冠」を、著者
の知識と経験に基づいてわかりやすく解説。自戦解説やコラムも収録。

諸芸、娯楽
同時アクセス1 4,235円 + 税
同時アクセス3 10,587円 + 税
分類◎796 件名◎将棋 サト 237p
冊子版 978-4-8399-5520-5 2015.04

*1031115610*
ひと目の角換わり 〈マイナビ将棋文庫 SP〉

諸芸、娯楽

同時アクセス1 3,025円 + 税
同時アクセス3 7,562円 + 税
分類◎ B796 件名◎将棋 ナヒ 374p
攻めの基本である棒銀、角換わりならではの形である早繰り銀、そして花形である 冊子版 978-4-8399-5459-8 2015.02

長岡裕也
（ながおか・ゆうや）
著
マイナビ

腰掛け銀。それぞれの重要定跡の全てを180問にまとめ、「定跡ナビゲーター」に
よる妥協なき解説とともに収録する。各問題にチェック欄あり。

*1031115613*
わかる! 勝てる!! 急戦矢倉 〈マイナビ将棋 BOOKS〉
真田圭一
（さなだ・けいいち）
著
マイナビ

急戦矢倉は奥が深く、本格的な相矢倉に引けを取らない戦法。5三銀右急戦、右
四間飛車、超急戦棒銀、矢倉中飛車など、代表的な戦法とその形、手順を紹介する。

諸芸、娯楽
同時アクセス1 4,235円 + 税
同時アクセス3 10,587円 + 税
分類◎796 件名◎将棋 サワ 246p
冊子版 978-4-8399-5546-5 2015.03

*1031115609*
わかる! 勝てる!! 現代相振り飛車 〈マイナビ将棋 BOOKS〉

諸芸、娯楽

同時アクセス1 4,235円 + 税
同時アクセス3 10,587円 + 税
分類◎796 件名◎将棋 タワ 238p
角道を止めずに戦う新時代の相振り飛車を伝授。指し手の動きを矢印で示しながら、 冊子版 978-4-8399-5469-7 2015.02

高崎一生
（たかざき・いっせい）
著
マイナビ

勝つための考え方や指し手のポイントをわかりやすく解説する。覚えておきたい一手
を巻末で出題する。チェック欄あり。

*1031115607*
羽生と渡辺 新・対局日誌傑作選 〈マイナビ将棋 BOOKS〉

諸芸、娯楽

同時アクセス1 4,235円 + 税
同時アクセス3 10,587円 + 税
分類◎796 件名◎将棋 カハ 238p
羽生七冠前夜から渡辺デビューまで、将棋界の“その時 ”を当時の「新・対局日誌」 冊子版 978-4-8399-5473-4 2015.03

河口俊彦
（かわぐち・としひこ）
著
マイナビ

で振り返る。『将棋世界』連載「新・対局日誌」から一部を抜粋し再編集。

*1031115608*
久保＆菅井の振り飛車研究 〈マイナビ将棋 BOOKS〉
久保利明
（くぼ・としあき）
著
マイナビ

菅井竜也
（すがい・たつや）
著

互いの実力を認め合う2人のカリスマ、久保利明九段と菅井竜也五段が、ときに同
調し、ときに対立。居飛車対振り飛車の、主に序中盤をテーマに、22テーマを熱く
語る!

諸芸、娯楽
同時アクセス1 4,235円 + 税
同時アクセス3 10,587円 + 税
分類◎796 件名◎将棋 クク 237p
冊子版 978-4-8399-5436-9 2015.01

*1031115606*
941

現代振り飛車はこう指せ ! 振り飛車党必読 !

〈マイナビ将棋 BOOKS〉
佐々木慎
（ささき・まこと）
著
マイナビ

振り飛車党の佐々木慎六段の実戦集。昇級を決めたC 級1組順位戦から7局をピッ
クアップした自戦記を掲載するとともに、順位戦で使った戦法の中から3つを取り上
げてミニ講座として解説する。

山田式最速で上達する詰碁 〈囲碁人文庫シリーズ〉
山田規三生
（やまだ・きみお）
著
マイナビ

思わず解いてみたくなる実戦形から、千変万化の妙手順が飛び出す、山田規三生
九段による詰碁問題集。「黒先白死」の問題を、CランクからAランクまでに分け
て200題収録する。

諸芸、娯楽
同時アクセス1 4,235円 + 税
同時アクセス3 10,587円 + 税
分類◎796 件名◎将棋 サゲ 222p
冊子版 978-4-8399-5458-1 2015.01

*1031115604*
諸芸、娯楽
同時アクセス1 3,547円 + 税
同時アクセス3 8,868円 + 税
分類◎ B795 件名◎囲碁 ヤヤ 410p
冊子版 978-4-8399-5455-0 2015.01

*1031115615*
終盤が強くなる 1手・3手必至 〈マイナビ将棋文庫〉

諸芸、娯楽

同時アクセス1 3,135円 + 税
同時アクセス3 7,837円 + 税
分類◎ B796 件名◎将棋 タシ 390p
将棋の初級・中級者が「必至」になじめるよう、変化の少ない考えやすい問題を 冊子版 978-4-8399-5435-2 2015.01

武市三郎
（たけいち・さぶろう）
著
マイナビ

掲載した、「終盤が強くなる」1手・3手必至集。実戦的思考が身に付く180題を収
録する。

*1031115611*
将棋・必殺の決め手 〈マイナビ将棋文庫〉
週刊将棋編
マイナビ

『週刊将棋』掲載の「段・級位認定次の一手」の問題から初段クラス以下の「決
め手」を答える185問を厳選収録。初心者でも解けるよう、全ての問題に選択肢を
用意し、手筋や形が自然と身に付く。チェック欄あり。

諸芸、娯楽
同時アクセス1 3,135円 + 税
同時アクセス3 7,837円 + 税
分類◎ B796 件名◎将棋 ■シ 398p
冊子版 978-4-8399-5547-2 2015.04

*1031115612*
石の方向養成トレーニング 〈囲碁人文庫シリーズ〉
マイケル レドモンド著
マイナビ

中盤で不利になるのは、序盤の石の方向が悪かった、という場合がほとんど。序盤
巧者になるための6つのポイントを、レドモンド九段が伝授する。基礎的な考え方
から反復練習まで、布石の直観を養うトレーニングプログラム。

諸芸、娯楽
同時アクセス1 3,547円 + 税
同時アクセス3 8,868円 + 税
分類◎ B795 件名◎囲碁 レイ 398p
冊子版 978-4-8399-5456-7 2015.02

*1031115616*
爽快 ! 勝ち筋さがし 〈囲碁人文庫シリーズ〉
大橋拓文
（おおはし・ひろふみ）
著
マイナビ

初級者から高段者まで、棋力に応じた楽しみ方ができ、ぐんぐん棋力が伸びる囲碁
問題集。黒番で、手筋が2ケ所にある問題100題を収録。手筋をさがすことを繰り
返し練習できる。

諸芸、娯楽
同時アクセス1 3,547円 + 税
同時アクセス3 8,868円 + 税
分類◎ B795 件名◎囲碁 オソ 420p
冊子版 978-4-8399-5415-4 2015.03

*1031115617*
滝沢和典の麻雀読みの公式 〈日本プロ麻雀連盟 BOOKS〉
滝沢和典
（たきざわ・かずのり）
著
マイナビ

役を読む、高さを読む、テンパイを読む。56の公式で面白いほど手牌が読める!「読
み」のスペシャリスト・滝沢プロが、実戦譜を用いてその技を伝授する。

諸芸、娯楽
同時アクセス1 4,097円 + 税
同時アクセス3 10,243円 + 税
分類◎797.5 件名◎麻雀 タタ 222p
冊子版 978-4-8399-5468-0 2015.02

*1031115618*
942

C++で学ぶディープラーニング

ニューラルネットワークの基礎からC++による実装まで
藤田毅
（ふじた・たけし）
著
マイナビ出版

ディープラーニングの基礎となるニューラルネットワークの考え方、基本から、開発
言語「C++」による実装、「畳み込みニューラルネットワーク」など、ニューラルネッ
トワークの派生技術や応用までを解説する。

Dockerによるアプリケーション開発環境構築ガイド

総記
同時アクセス1 9,872円 + 税
同時アクセス3 24,681円 + 税
分類◎007.13 件名◎深層学習 フシ
256p
冊子版 978-4-8399-6150-3 2017.06

*1031115567*
総記

Docker の基本から現場で使える実践的なテクニックまで

同時アクセス1 10,450円 + 税
同時アクセス3 26,125円 + 税
櫻井洋一郎
（さくらい・よういちろう）
著 村崎大輔
（むらさき・だいすけ）
著
分類◎007.63 件名◎ソフトウェア工学 サ
マイナビ出版
ド 439p
仮想化技術の一つであるDocker の使い方を解説。イメージのビルド（作成）に 冊子版 978-4-8399-6458-0 2018.05

重点を置き、Docker の基本から、イメージのデプロイ（展開）、コンテナのオー
ケストレーション（ライフサイクルの管理）までを説明する。

ITエンジニアのための「人生戦略」の教科書

技術を武器に、充実した人生を送るための「ビジネス」
と
「マインドセット」

*1031115573*
総記

同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 15,675円 + 税
分類◎007.35 件名◎情報産業 ヒア
255p
意外に悩ましい IT エンジニアの人生設計。マインドセットの持ち方、自社ビジネ 冊子版 978-4-8399-5823-7 2017.02

平城寿
（ひらじょう・ひさし）
著
マイナビ出版

スモデル構築など、求人情報 サイト『@SOHO』の開発者が自分の知見と経験
から得たノウハウを伝授。著者に質問できるサポートサービス付き。

macOS Mojaveマスターブック 基本からさまざまな連携までマッ

*1031115563*
総記

クOS モハベを網羅 〈MacFan BOOKS〉

同時アクセス1 5,445円 + 税
同時アクセス3 13,612円 + 税
小山香織
（こやま・かおり）
著
分類◎007.634 件名◎オペレーティング
マイナビ出版
システム コマ 415p
基本操作から、付属ソフトの使い方、環境設定、iPhoneなどの iOSデバイスとの 冊子版 978-4-8399-6758-1 2018.10

連携まで、macOS Mojaveを使いこなすためのノウハウを、画面イメージを並べ
た図とともに解説する。

macOS Sierra マスターブック 基本からさまざまな連携まで

*1031115530*
総記

macOSシエラを網羅 〈MacFan BOOKS〉

同時アクセス1 5,445円 + 税
同時アクセス3 13,612円 + 税
小山香織
（こやま・かおり）
著
分類◎007.634 件名◎オペレーティング
マイナビ出版
システム コマ 415p
基本機能から、付属ソフトの使い方、環境設定、iPhone や Apple Watchとの連 冊子版 978-4-8399-6121-3 2016.10

携まで、Mac OS Sierraを使いこなすためのノウハウを、画面イメージを並べた図
解形式で説明する。

OS Ⅹ El Capitan マスターブック 基本からさまざまな連携まで

*1031115529*
総記

OS Ⅹエルキャピタンを網羅 〈MacFan BOOKS〉

同時アクセス1 5,445円 + 税
同時アクセス3 13,612円 + 税
小山香織
（こやま・かおり）
著
分類◎007.634 件名◎オペレーティング
マイナビ出版
システム コオ 399p
OS Ⅹ El Capitanを使いこなすためのノウハウを凝縮した解説書。画面イメージを 冊子版 978-4-8399-5791-9 2015.11

並べた図解形式で、番号に沿って進めるだけで操作手順をマスターできる。

Project SienaではじめるWindowsストアアプリ開発入門

*1031115552*
総記

同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 22,000円 + 税
分類◎
マイクロソフトが提供しているツール「Project Siena」を使うことで、Windowsス 冊子版 978-4-8399-5389-8
高見 知英
マイナビ出版

トアアプリの制作を、専門的な知識がなくても、画面の操作だけで簡単に行うこと
ができます。本書はその「Project Siena」を基本から解説していきます。

2016

*1031115545*
943

Scratchではじめるときめきプログラミング
作って楽しい ! 動かしてうれしい ! 考えて学べる!

総記

同時アクセス1 5,225円 + 税
同時アクセス3 13,062円 + 税
中山久美子
（なかやま・くみこ）
著 古市威志
（ふるいち・たけし）
著
分類◎ K007.64 件名◎プログラミング
（コ
マイナビ出版
ンピュータ）■ス 175p
小学生以上を対象とした、Scratchを使ったプログラミングの解説書。Scratch で 冊子版 978-4-8399-6577-8 2018.08

楽しいゲームやクイズを作りながら、プログラミングの方法や考え方を学ぶ。プロジェ
クトファイルと素材のダウンロードサービス付き。

コード・クオリティ ―コードリーディングによる非機能特性の
識別技法―プレミアムブックス版
Diomidis Spinellis
マイナビ出版

「ソフトウェアの品質」の識別方法の解説書。信頼性、移植性、使用性、相互運用性、
環境適応性、依存性、保守性といった非機能特性 ( 機能外要求 )について、オー
プンソースソフトウェアのソースコードを例に、その読み方と書き方を解説しています。

コード・リーディング ―オープンソースから学ぶソフトウェア
開発技法―プレミアムブックス版
Diomidis Spinellis
マイナビ出版

オープンソースソフトウェアのソースコードを読み解くことで、そこに存在するさまざま
なテクニックやノウハウ、Tipsを習得するためのガイドブック。実際のソフトウェア
のソースコードを参照して「ソースコードを読む力」を習得することで、「美しいソー
スコードを書く力」が身に付きます。

ゼロからやさしくはじめるPython 入門

基本からスタートして、ゲームづくり、機械学習まで学ぼう!

*1031115576*
総記
同時アクセス1 20,625円 + 税
同時アクセス3 51,562円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-8399-5670-7

2016

*1031115560*
総記
同時アクセス1 18,700円 + 税
同時アクセス3 46,750円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-8399-5669-1

2016

*1031115559*
総記

同時アクセス1 6,352円 + 税
同時アクセス3 15,881円 + 税
分類◎007.64 件名◎プログラミング
（コン
ピュータ）クゼ 255p
プログラミング言語「Python」の入門書。基本から、ゲームづくり、機械学習までを、 冊子版 978-4-8399-6469-6 2018.01
クジラ飛行机
（くじら ひこうずくえ）
著
マイナビ出版

プログラミング初心者にも理解できるよう丁寧に解説する。サンプルファイルのダウ
ンロードサービス付き。

ちゃんと使える力を身につけるJavaプログラミング入門

*1031875422*
総記

同時アクセス1 6,820円 + 税
同時アクセス3 17,050円 + 税
分類◎007.64 件名◎プログラミング
（コン
Java 言語をしくみから理解できる入門書。Java での規約・決まりごとから、既存の ピュータ）オチ 311p
パーツの使い方、既存のパーツと一体となって自分のプログラムを動かす方法まで、 冊子版 978-4-8399-5674-5 2016.04

大澤文孝
（おおさわ・ふみたか）
著
マイナビ出版

本当の基礎、そして応用につながる部分だけを説明する。

*1031115554*
つくりながら学ぶ !PyTorchによる発展 ディープラーニング

総記

同時アクセス1 9,570円 + 税
同時アクセス3 23,925円 + 税
分類◎007.13 件名◎深層学習 オツ
PyTorchを利用し、ディープラーニングの応用手法を実装しながら学習できるテキ 503p
スト。画像分類と転移学習、物体検出、セマンティックセグメンテーション、姿勢 冊子版 978-4-8399-7025-3 2019.07
小川雄太郎
（おがわ・ゆうたろう）
著
マイナビ出版

推定などを収録。実装コードはダウンロード可能。

*1032290710*
つくりながら学ぶ ! 深層強化学習
PyTorchによる実践プログラミング

総記

同時アクセス1 9,020円 + 税
同時アクセス3 22,550円 + 税
分類◎007.13 件名◎深層学習 オツ
239p
強化学習、さらにディープラーニングを組み合わせた深層強化学習の概念を分かり 冊子版 978-4-8399-6562-4 2018.06

小川雄太郎
（おがわ・ゆうたろう）
著
マイナビ出版

やすく解説しつつ、Python+PyTorchで「倒立振子課題」
「迷路を解くプログラム」
「ブロック崩しの攻略」を実装する。
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*1032290711*

ビッグデータ分析・活用のための SQLレシピ データ加工から
売上・ユーザー把握、レポーティング等々の各種 データ分析まで

加嵜長門
（かさき・ながと）
著
マイナビ出版

田宮直人
（たみや・なおと）
著

基礎的なSQL の記述やデータ加工の手法を説明し、実践的なコード例と共に、
さまざまな場 面で活 用できるデータ抽出や分 析 術を解 説する。PostgreSQL、
Apache Hive 等に対応。

マンガでざっくり学ぶプログラミング

これからのビジネスパーソンの必須知識を身につけよう!

総記
同時アクセス1 10,450円 + 税
同時アクセス3 26,125円 + 税
分類◎007.609 件名◎データベース カビ
485p
冊子版 978-4-8399-6126-8 2017.03

*1031115565*
総記

同時アクセス1 3,932円 + 税
同時アクセス3 9,831円 + 税
たにぐちまこと著・監修 北田瀧
（きただ・たき）
シナリオ
分類◎007.64 件名◎プログラミング
（コン
マイナビ出版
ピュータ）タマ 207p
プログラミングとは何なのか ? どんなところが便利なのか ? これからのビジネスパー 冊子版 978-4-8399-6435-1 2018.07

ソンに求められる、プログラミングの基礎知識を、ストーリーマンガを交えて解説す
る。プログラムやサンプルのダウンロードサービス付き。

基礎から学ぶチーム開発の成功法則

チームビルディング、コミュニケーション、ツール 活用、コーディング、コー
ドレビュー、デザイン、テスト、継続的インテグレーションまで
渡辺龍司
（わたなべ・りゅうじ）
著
マイナビ出版

荻野博章
（おぎの・ひろあき）
著

やってみると意外に難しい、チームでの開発。最低限必要なチーム開発のツールや、
コーディング方法、コードレビュー、継続的インテグレーションなど、「チーム開発」
を成功させ、組織に根付かせるためのノウハウを紹介する。

強くなるロボティック・ゲームプレイヤーの作り方 ―実践で
学ぶ強化学習―プレミアムブックス版
八谷 , 大岳
マイナビ出版

機械学習の代表的な理論「強化学習」の実践教科書。数学的背景といった基礎
理論から、アルゴリズム、プログラミングによる実装、さらには応用事例まで、幅
広く解説しています。プログラムコードと平行して理論を学ぶことにより、強化学習
理論の有用性を効率よく学べる構成になっています。

試して学ぶスマートコントラクト開発

*1031115575*
総記
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎007.63 件名◎ソフトウェア工学 ワ
キ 241p
冊子版 978-4-8399-6023-0 2016.12

*1031115584*
総記
同時アクセス1 10,450円 + 税
同時アクセス3 26,125円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-8399-5673-8

2016

*1031115586*
総記

同時アクセス1 9,597円 + 税
同時アクセス3 23,993円 + 税
分類◎007.609 件名◎ブロックチェーン
パブリックなブロックチェーンを用いたスマートコントラクト開発の手法を紹介。スマー ■タ 385p
トコントラクトのコーディングやテスト手法はもちろん、フロントエンドやミドルウェア 冊子版 978-4-8399-6688-1 2019.01
加嵜長門
（かさき・ながと）
著
マイナビ出版

篠原航
（しのはら・わたる）
著

を含めたアプリケーション提供の手順等も説明する。

*1031115589*
実践力を身につけるPython の教科書

総記

同時アクセス1 7,095円 + 税
同時アクセス3 17,737円 + 税
分類◎007.64 件名◎プログラミング
（コン
プログラミング言語 Python の入門書。基本文法から始めてアプリ開発までしっか ピュータ）クジ 311p
り解説。話題の「機械学習」も、手順に沿って手を動かしながら学べる。
冊子版 978-4-8399-6024-7 2016.10
クジラ飛行机
（くじら ひこうずくえ）
著
マイナビ出版

*1031115591*
大きな字だからスグ分かる!ウィンドウズ10かんたん入門 初

総記

歩の初歩からパソコンがわかる本 〈まったく初めての人の超ビギナー本〉

同時アクセス1 2,750円 + 税
同時アクセス3 6,875円 + 税
東弘子
（あずま・ひろこ）
著
分類◎007.634 件名◎オペレーティング
マイナビ出版
システム アオ 143p
インターネットを利用するには ? いろいろなアプリを使ってみたい ! パソコンをはじめ 冊子版 978-4-8399-5847-3 2016.04

てみたいという初心者のために、ウィンドウズ10の基本の操作と楽しみ方を、画面
写真や指のイラストでわかりやすく解説する。

*1031115537*
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大きな字だからスグ分かる!ワード＆エクセルかんたん入門

総記

作りながら楽しく学べる本 〈まったく初めての人の超ビギナー本〉

同時アクセス1 3,245円 + 税
同時アクセス3 8,112円 + 税
木村幸子
（きむら・さちこ）
著
分類◎007.63 件名◎表計算ソフト キオ
マイナビ出版
143p
はがきを作ろう! イベントの案内チラシを作ろう! 住所録を作ろう! きれいな作品を作り 冊子版 978-4-8399-5835-0 2016.04

ながら、楽しくワード＆エクセルを学べる入門書。操作手順を、画面写真や指のイ
ラストでわかりやすく解説する。

InDesignクリエイター養成講座 CC2018/CC2017対応
瀧野福子
（たきの・ふくこ）
著
マイナビ出版

リーフレットや冊子などの作例をステップバイステップで作りながら、InDesign の操
作や機能を学べる本。作例に関連した応用テクニックも紹介。サンプルファイルを
ダウンロード可能。CC2018/CC2017対応。

*1031115538*
図書、書誌学
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎021.49 件名◎ DTP タイ 245p
冊子版 978-4-8399-6532-7 2018.04

*1031115572*
つくりながら学ぶ !Pythonによる因果分析

因果推論・因果探索の実践入門 〈Compass Data Science〉

数学

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎ 件名◎多変量解析－データ処理
オツ 223p
因果分析の重要な2つの領域である「因果推論」および「因果探索」を実際に 冊子版 978-4-8399-7357-5 2020.06

小川雄太郎
（おがわ・ゆうたろう）
著
マイナビ出版

プログラムを実装しながら学ぶ入門書。ビジネスで実践できるデータ分析力が身
につく。

幸せを呼び込むアロマテラピー事典

直感×心理テストで導くあなたに必要な色と香り 新版

*1031875423*
医学

同時アクセス1 3,665円 + 税
同時アクセス3 9,164円 + 税
分類◎499.87 件名◎アロマテラピー シ
シ 175p
香りと色は、あなたの心を映し出す鏡。カラー心理テストで、あなたにぴったりの精 冊子版 978-4-8399-6670-6 2018.07

色映みほ
（しきえ・みほ）
著
マイナビ出版

油を導き出し、精油からのメッセージに耳を傾けてみては ? 主に心のケアに活用で
きる、精油50とセルフケアレシピ88を紹介。

" 巧みさ"とロボットの力学 プレミアムブックス版

*1031115600*
電気工学

同時アクセス1 10,450円 + 税
同時アクセス3 26,125円 + 税
分類◎
目標物に向けて手を伸ばしたり、物を掴んだりするような動作を多関節・多自由度な 冊子版 978-4-8399-5677-6
有本 , 卓
マイナビ出版

ロボットで実現するには、動作を生み出す「プログラム( 計算式 )」が必要です。
そして、そのプログラムを記述する時、逆運動学の不良設定性が問題となります。
本書では、ロボットが自然にこの問題を解消するための数学的道筋に言及し、「巧
みさ」の源泉を探ります。

6ステップでマスターするHTML+CSS デザイン 最新標準

2016

*1031115561*
電気工学

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎547.4833 件名◎ホームページ ■
1段組みをベースとしたマルチデバイス対応のWeb サイトの作成方法を、ステップ・ ロ 319p
バイ・ステップで解説。作成を通して、最新標準の HTML+CSSをマスターできる。 冊子版 978-4-8399-6022-3 2016.08

エビスコム著
マイナビ出版

HTML/CSSリファレンス付き。

*1031115558*
HTML5＆CSS3デザイン 現場の新標準ガイド

フロントエンドエンジニアのための必須知識と実践

電気工学

同時アクセス1 8,222円 + 税
同時アクセス3 20,556円 + 税
分類◎547.4833 件名◎ホームページ ■
エ 367p
コンテンツのマークアップから、フレキシブルボックスレイアウトやグリッドレイアウトまで。 冊子版 978-4-8399-6369-9 2017.08
エビスコム著
マイナビ出版

モダンWeb 開発に必須の HTML＆CSS の最新仕様と使い方を解説。思い通りの
デザインの実現と高品質なコーディングに役立つ本。
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*1031115569*

iPad マスターブック 2016 〈MacFan BOOKS〉

電気工学

同時アクセス1 4,345円 + 税
同時アクセス3 10,862円 + 税
分類◎548.29 件名◎パーソナルコン
iPadを楽しく便利に使えるように、基本操作から便利なテクニックまでをやさしく解説 ピュータ ■ア 287p
する。Pro・Air 2・mini 4対応。巻末に、写真に撮って使える書道のお手本・ぬ 冊子版 978-4-8399-5833-6 2016.02

小山香織
（こやま・かおり）
著
マイナビ出版

丸山陽子
（まるやま・ようこ）
著

りえ付き。サイトからダウンロードもできる。

*1031115522*
iPad マスターブック 2018 〈MacFan BOOKS〉

電気工学

同時アクセス1 4,345円 + 税
同時アクセス3 10,862円 + 税
分類◎548.29 件名◎タブレット型端末
iPadを楽しく便利に使えるように、基本操作から便利なテクニックまでをやさしく解説 ■ア 287p
する。巻末に、写真に撮って使えるぬりえ・書道のお手本付き。サイトからダウンロー 冊子版 978-4-8399-6503-7 2017.12

小山香織
（こやま・かおり）
著
マイナビ出版

ドもできる。iPad・Pro・mini 4対応。

*1031115523*
iPad マスターブック 2019 〈MacFan BOOKS〉

電気工学

同時アクセス1 4,345円 + 税
同時アクセス3 10,862円 + 税
分類◎548.29 件名◎タブレット型端末
iPadを楽しく便利に使えるように、基本操作から便利なテクニックまでをやさしく解説 ■ア 287p
する。巻末に、写真に撮って使えるぬりえ・書道のお手本付き。サイトからダウンロー 冊子版 978-4-8399-6785-7 2019.01

小山香織
（こやま・かおり）
著
マイナビ出版

ドもできる。iPad・Pro・mini 4対応。

*1031115524*
MacBook Air ＆ Pro マスターブック 〈MacFan BOOKS〉

電気工学

同時アクセス1 4,895円 + 税
同時アクセス3 12,237円 + 税
分類◎548.29 件名◎パーソナルコン
MacBook Air ＆ Proをスミズミまで使いこなそう! 操作の基本からトラブルシューティ ピュータ ママ 319p
ングまで、知りたい情報をやさしく解説する。OS Ⅹ El Capitan 対応。
冊子版 978-4-8399-5806-0 2015.12
松山茂
（まつやま・しげる）
著
マイナビ出版

矢橋司
（やはし・つかさ）
著

*1031115525*
MacBook マスターブック macOS Sierra 対応版

〈MacFan BOOKS〉

電気工学

同時アクセス1 4,895円 + 税
同時アクセス3 12,237円 + 税
分類◎548.29 件名◎パーソナルコン
ピュータ ママ 319p
「MacBook」「MacBook Air」「MacBook Pro」の操作の基本からインターネッ 冊子版 978-4-8399-6125-1 2016.12
松山茂
（まつやま・しげる）
著
マイナビ出版

矢橋司
（やはし・つかさ）
著

ト、写真・動画・音楽の楽しみ方、新機能まで解説。イチ押しテクニックが満載。
macOS Sierra 対応。

MacBook マスターブック macOS Mojave 対応版

〈MacFan BOOKS〉

*1031115527*
電気工学

同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎548.29 件名◎パーソナルコン
ピュータ ママ 319p
「MacBook」「MacBook Air」「MacBook Pro」の操作の基本からインターネッ 冊子版 978-4-8399-6759-8 2018.11
松山茂
（まつやま・しげる）
著
マイナビ出版

矢橋司
（やはし・つかさ）
著

ト、写真・動画・音楽の楽しみ方、仕事術まで解説。お得ワザ が満載。macOS
Mojave 対応。

Macはじめよう

MacBook Pro ＆ Air、iMac 対応 macOS Sierra 対応版

*1031115528*
電気工学

同時アクセス1 3,795円 + 税
同時アクセス3 9,487円 + 税
分類◎548.29 件名◎パーソナルコン
ピュータ ■マ 271p
セットアップから、基本操作、インターネットの活用、トラブル対策と解決方法までを 冊子版 978-4-8399-6142-8 2016.11
Macビギナーズ 研究会著
マイナビ出版

東弘子
（あずま・ひろこ）
編

わかりやすく紹介したMac 入門書。MacBook Pro ＆ Air、iMac 対応。macOS
Sierra 対応版。

*1031115532*
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Macはじめよう MacBook、MacBook Pro ＆ Air、iMac 対応
macOS High Sierra 対応版

電気工学

同時アクセス1 3,850円 + 税
同時アクセス3 9,625円 + 税
Macビギナーズ 研究会著
分類◎548.29 件名◎パーソナルコン
マイナビ出版
ピュータ ■マ 271p
セットアップから、基本操作、インターネットの活用、トラブル対策と解決方法までを 冊子版 978-4-8399-6502-0 2017.11

紹介したMac 入門書。MacBook、MacBook Pro ＆ Air、iMac 対応。macOS
High Sierra 対応版。

ここまで作れる!Raspberry Pi 実践サンプル 集

*1031115533*
電気工学

同時アクセス1 8,222円 + 税
同時アクセス3 20,556円 + 税
分類◎548.29 件名◎パーソナルコン
音楽プレイヤー、水温センサー、監視カメラ、出退勤記録、簡易地震計、テレ ピュータ ■コ 275p
ビ録画、携帯ゲームマシン…。Raspberry Pi で作る面白いガジェットを紹介。難 冊子版 978-4-8399-6192-3 2017.07
太田一穂
（おおた・かずほ）
著
マイナビ出版

岡嶋和弘
（おかじま・かずひろ）
著

易度は5段階で表示する。

*1031115568*
これからWebをはじめる人の HTML＆CSS,JavaScript の
きほんのきほん

電気工学

同時アクセス1 7,095円 + 税
同時アクセス3 17,737円 + 税
たにぐちまこと著
分類◎547.4833 件名◎ホームページ タ
マイナビ出版
コ 319p
サンプルを作りながら学べるからわかりやすい ! サイト/アプリを制作したい Web エ 冊子版 978-4-8399-5971-5 2017.03

ンジニアの必須スキル、HTML、CSS、JavaScript の基本を解説。「現場での
実際」がわかるTIPSも満載。

よくわかるHTML5+CSS3の教科書 第3版

*1031115564*
電気工学

同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 19,250円 + 税
分類◎547.4833 件名◎ホームページ オ
楽しみながら学べるHTML5とCSS3の入門書。初心者がしっかりと理解できるように、 ヨ 339p
使用するプロパティとその機能や書式を厳選し、一般的な制作で必要となる主要 冊子版 978-4-8399-6547-1 2018.11

大藤幹
（おおふじ・みき）
著
マイナビ出版

な機能にしぼって解説する。HTML5.2対応。

*1031115579*
現場で使えるRuby on Rails 5速習実践ガイド 5.2対応

電気工学

同時アクセス1 9,570円 + 税
同時アクセス3 23,925円 + 税
分類◎547.4833 件名◎ウェブアプリケー
Ruby on Railsを使ってWebアプリケーションを開発するための手引書。Rails の ション ■ゲ 463p
機能や使い方を説明するのではなく、「Railsをどう使うのが良いか」についての実 冊子版 978-4-8399-6222-7 2018.10

大場寧子
（おおば・やすこ）
著
マイナビ出版

松本拓也
（まつもと・たくや）
著

践的な知見を紹介。5.2対応。

*1031115587*
現場のプロから学ぶ SEO 技術 バイブル

実務で効く内部施策、外部施策、コンテンツSEOからモニタリングまで

西山悠太朗
（にしやま・ゆうたろう）
著
マイナビ出版

小林睦
（こばやし・むつみ）
著

SEO（検索 エンジン最適化）にはどういった施策があるのか、どういった手順で取
り組むべきなのか、そして、どのように実装していけば効果的なのか。背景から実
際の考え方、そして技術まで踏み込んだ実装方法をまとめる。

自律ロボット概論 プレミアムブックス版
ジョージ A. ベーキー
マイナビ出版

自 律 ロ ボ ット の 総 合 的 入 門 書『Autonomous Robots, From Biological
Inspiration to Implementation and Control』の日本語版。自律ロボットの過去
から現代におけるおよそ20年間の研究の軌跡と将来的な展望を、実際のロボットを
紹介しながら説明します。

948

電気工学
同時アクセス1 8,195円 + 税
同時アクセス3 20,487円 + 税
分類◎547.4833 件名◎検索エンジン最
適化 ニゲ 420p
冊子版 978-4-8399-6600-3 2018.07

*1031115588*
電気工学
同時アクセス1 18,700円 + 税
同時アクセス3 46,750円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-8399-5671-4

*1031115590*

2016

大きな字だからスグ分かる!iPadかんたん入門

知りたいことランキング 〈まったく初めての人の超ビギナー本〉

電気工学

同時アクセス1 3,712円 + 税
同時アクセス3 9,281円 + 税
小山香織
（こやま・かおり）
著
分類◎548.29 件名◎パーソナルコン
マイナビ出版
ピュータ コオ 127p
ホームページを見るには ? 子供とテレビ電話したい ! iPad の操作や知識を、iPad 冊子版 978-4-8399-5848-0 2016.03

の使い方を学ぶ教室に通っている人たちが知りたい順にランキングして解説。iPad
Air/mini/Pro 対応。

大きな字だからスグ分かる!LINEかんたん入門 よくわかる!

大人のための LINE 解説書 ! 〈まったく初めての人の超ビギナー本〉
東弘子
（あずま・ひろこ）
著
マイナビ出版

友達を追加・管理しよう! トークを使って文字で会話しよう! スタンプを送ろう! LINE
を快適かつ安全に利用するための入門書。操作手順を、画面写真や指のイラスト
でわかりやすく解説する。

ワインの図鑑ミニ 世界のワイン209本とワインの香りと味わいを
楽しむための知識が満載 〈マイナビ文庫 093〉

君嶋哲至
（きみじま・さとし）
監修
マイナビ出版

世界中のワインの香りや味わいを、ブドウの品種・産地別に詳しく解説。歴史や造
り方、正しい抜栓法、テイスティングの仕方、美味しく飲むためのワイングッズなど
も紹介します。

一緒に作って食べられる犬のごはん

うちのワンコはこれ1冊で一生健康生活

*1031115534*
電気工学
同時アクセス1 3,712円 + 税
同時アクセス3 9,281円 + 税
分類◎547.4833 件名◎インターネット電
話 アオ 127p
冊子版 978-4-8399-5974-6 2016.06

*1031115536*
家政学、生活科学
同時アクセス1 2,543円 + 税
同時アクセス3 6,359円 + 税
分類◎ B588.55 件名◎ぶどう酒 ■ワ
285p
冊子版 978-4-8399-6776-5 2019.02

*1031115598*
畜産業

同時アクセス1 4,345円 + 税
同時アクセス3 10,862円 + 税
分類◎645.63 件名◎いぬ
（犬）
－飼育 ■
イ 112p
毎日の献立に使える定番レシピから、不調の原因を取り除く病気予防レシピ、特別 冊子版 978-4-8399-6780-2 2019.02

須崎恭彦
（すさき・やすひこ）
監修
マイナビ出版

な日に楽しみたいイベントレシピまで、飼い主と犬が一緒に楽しめる絶品レシピを紹介。
犬のための手作り食の基礎知識、健康チェックシートも掲載。

世界のチーズ 図鑑ミニ 世界のチーズ170種類とチーズをおいし

*1031115594*
畜産業

く味わうための知識が満載 〈マイナビ文庫 094〉

同時アクセス1 2,543円 + 税
同時アクセス3 6,359円 + 税
チーズプロフェッショナル 協会監修
分類◎ B648.18 件名◎チーズ ■セ
マイナビ出版
303p
世界のチーズを国・地域別に産地のテロワール（風土）にふれつつ、その原料、製法、 冊子版 978-4-8399-6778-9 2019.02

味わい、楽しみ方を詳しく紹介。チーズの製造過程から、おいしいチーズの選び方・
合わせ方まで、チーズがもっと楽しくなる知識が満載。

EC 戦略 ナビ 成長市場の「いま」と「これから」がわかる!

*1031115599*
商業

同時アクセス1 6,847円 + 税
同時アクセス3 17,118円 + 税
分類◎673.36 件名◎インターネットショッ
EC 市場に参入・成長を実現するためのステージを3つに分け、各タイミングで必 ピング ■イ 238p
要となる取り組むべきテーマと業界 サービスを紹介。EC の現場を知るコンサルタン 冊子版 978-4-8399-6533-4 2018.10

いつも. 著
マイナビ出版

トの「実体験」に基づいたレポートも掲載。トレンドクイズ付き。

*1031115577*
Excelでできるデータドリブン・マーケティング

商業

同時アクセス1 8,772円 + 税
同時アクセス3 21,931円 + 税
分類◎675 件名◎マーケティング－デー
マーケティング施策の意思決定をいかにして「データドリブン」にするか ? Excel タ処理 オエ 343p
を用いた演習を通して、マーケティングROI の最適化を導く分析手法を学べるビジ 冊子版 978-4-8399-6512-9 2018.11
小川貴史
（おがわ・たかし）
著
マイナビ出版

社会情報サービス監修

ネス実践書。統計や因果推論の知識も身につく。

*1031115578*
949

Googleオプティマイズによるウェブテストの教科書
A/Bテスト、リダイレクトテスト、多変量テストの実際

商業

同時アクセス1 6,820円 + 税
同時アクセス3 17,050円 + 税
井水大輔
（いみず・だいすけ）
著 大柄優太
（おおがら・ゆうた）
著
分類◎675 件名◎インターネットマーケティ
マイナビ出版
ング ■グ 247p
コンバージョンを最大化していくための強い武器となるのがウェブテスト。小人数で 冊子版 978-4-8399-6656-0 2018.12

奮闘しているウェブ担当者のために、ウェブテストツール「Googleオプティマイズ」
の実装・設定・分析・活用方法を網羅的に紹介する。

SEOに強い !ネットショップの教科書 Business×Design×IT

*1031115580*
商業

同時アクセス1 6,022円 + 税
同時アクセス3 15,056円 + 税
分類◎673.36 件名◎インターネットショッ
運営しているネットショップを、ワクワクする楽しいショップに進化させるには ? EC サ ピング ミエ 179p
イトの売上を上げるための基礎設計と、具体的な施策を、現場の ECコンサルタン 冊子版 978-4-8399-6714-7 2018.11
水上浩一
（みずかみ・ひろかず）
著
マイナビ出版

トが豊富な経験を交えて解説する。

*1031115581*
UX×Biz Book

顧客志向のビジネス・アプローチとしての UX デザイン
明海司
（あけみ・つかさ）
著
マイナビ出版

井登友一
（いのぼり・ゆういち）
著

デジタル・マーケティングから顧客との関係構築、ブランディング、実装まで、多
面的・複合的な視点、切り口で、UX および UXD のビジネス価値に関して分かり
やすく解説する。

コンバージョンを上げる! 実践的ランディングページ制作講
座 LPO のスペシャリストが教える「成果を出す」ための設計のポイント、
制作のコツ、運用改善の要点

LPO 研究所著
マイナビ出版

商業
同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 19,250円 + 税
分類◎675 件名◎マーケティング ■ユ
229p
冊子版 978-4-8399-5906-7 2016.12

*1031115562*
商業
同時アクセス1 6,490円 + 税
同時アクセス3 16,225円 + 税
分類◎675 件名◎インターネットマーケティ
ング ■コ 184p
冊子版 978-4-8399-6182-4 2018.02

「売れる」ランディングページ作りの方法論、指南します ! LPO のスペシャリストが
ランディングページの基礎知識から、設計のポイント、効果的なデ ザイン、最適
化までをわかりやすく解説。

スマートフォンアプリマーケティング現場の教科書

*1031115571*
商業

同時アクセス1 6,847円 + 税
同時アクセス3 17,118円 + 税
分類◎675 件名◎モバイルマーケティング
iPhone/Androidアプリの企画の立て方、UX 設計、開発チームの組み立て、ス ■ス 247p
トアの審査、プロモーションの手法、メンテナンスなどについて現場視点で解説。 冊子版 978-4-8399-4784-2 2016.05
川畑雄補
（かわばた・ゆうすけ）
著
マイナビ出版

丸山弘詩
（まるやま・ひろし）
著

アプリを取り巻く全体像を体系的に理解できる。

*1031115555*
はじめてでもよくわかる! デジタルマーケティング集中講義

商業

同時アクセス1 6,545円 + 税
同時アクセス3 16,362円 + 税
分類◎675 件名◎インターネットマーケティ
デジタルマーケティングを「ざっくり押さえる」ことができるよう講義形式で解説。よ ング オハ 255p
り理解を深めるための記事も用意し、確認のクイズも収録する。「はじめてでもよくわ 冊子版 978-4-8399-6161-9 2017.04
押切孝雄
（おしきり・たかお）
著
マイナビ出版

かる!Web マーケティング集中講義」の続編。

*1031115566*
マーケティング / 商品企画のためのユーザーインタビューの
教科書 ―顧客から
「引き出す」技術ユーザーから
「聞き出す」
技術―
奥泉 , 直子
マイナビ出版

顧客を調査し、理解する代表的な手法である「インタビュー」の教科書。

950

商業
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 20,625円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-8399-5155-9

*1031115546*

2016

大きな字だからスグ分かる!iPhoneかんたん入門

ケータイからの乗り換えを応援 ! 〈まったく初めての人の超ビギナー本〉

通信事業

同時アクセス1 3,712円 + 税
同時アクセス3 9,281円 + 税
飯塚直
（いいずか・なお）
著
分類◎694.6 件名◎スマートフォン イオ
マイナビ出版
127p
ケータイとiPhone の違いってなに? 安心・安全にiPhoneを使いたい! iPhoneとケー 冊子版 978-4-8399-5834-3 2016.03

タイの機能を比較しながら、基本機能、インターネット・メール、写真やカメラ、ア
プリなどの使い方を解説する。

CLIP STUDIO PAINTでマンガを描く!
少年・少女＆タテ読みマンガを完全解説 !

*1031115535*
絵画

同時アクセス1 6,325円 + 税
同時アクセス3 15,812円 + 税
パルプライド著
分類◎726.107 件名◎漫画－技法 ■ク
マイナビ出版
207p
ペイントソフト「CLIP STUDIO PAINT EX」でマンガを制作する際に必要な 冊子版 978-4-8399-5428-4 2016.01

知識を網羅。マンガ家による実際の制作過程を参考に少年マンガ・少女マンガ・
タテ読みマンガの描き方を詳説する。投稿 サイトも紹介。

デジタルツールで描く! 感情があふれ出るキャラの表情の描き方

*1031115539*
絵画

同時アクセス1 5,747円 + 税
同時アクセス3 14,368円 + 税
分類◎726.507 件名◎さし絵－技法 ■
イラストや漫画におけるキャラクターの表情や感情、顔の描き方に特化した解説書。 デ 159p
総勢15名のイラストレーターによる多彩な作風で、喜怒哀楽をはじめ、恋愛、日常、 冊子版 978-4-8399-5597-7 2015.12
スタジオ・ハードデラックス著
マイナビ出版

食事、バトルなどにおける表情のバリエーションを紹介する。

*1031115540*
チームでは教えてくれないプロサッカー選手になるために大
切なこと マンガで楽しくわかる
池上正
（いけがみ・ただし）
監修
マイナビ出版

ふじいまさこマンガ

今の時代だからこそ求められる、「体力や技術よりも必要なもの」とは何か ? 小学校
5年生のコウジのストーリーマンガで、プロサッカー選手になるために大切なことを
伝える。

楽しく学ぶ Unity2D 超入門講座 2D ゲームを作ろう!

スポーツ、体育
同時アクセス1 4,207円 + 税
同時アクセス3 10,518円 + 税
分類◎ K783.47 件名◎サッカー ■チ
159p
冊子版 978-4-8399-6449-8 2019.02

*1031115602*
諸芸、娯楽

同時アクセス1 7,397円 + 税
同時アクセス3 18,493円 + 税
分類◎798.5 件名◎ゲームソフト モタ
Unity の超初心者が2Dゲームを作るための入門書。「いつ、何をするのか ?」とい 303p
う視点でスクリプトを作ることで、
「考える力」と「作る力」が身につく。サンプルファ 冊子版 978-4-8399-6676-8 2019.02
森巧尚
（もり・よしなお）
著
マイナビ出版

イルのダウンロードサービス付き。

*1031115582*
解いて役立つ5手詰200問 〈将棋連盟文庫〉

諸芸、娯楽

同時アクセス1 3,135円 + 税
同時アクセス3 7,837円 + 税
分類◎ B796 件名◎将棋 ナト 414p
『将棋世界』連載「実戦に役立つ5手7手詰」から5手詰の問題を200問厳選して、 冊子版 978-4-8399-5503-8 2015.03
中田章道
（なかだ・しょうどう）
著
日本将棋連盟 マイナビ
（発売）

解説とともに収録。50問ごとの正解数と5問ごとのタイムトライアルの2つの方法で
棋力が分かる。全問題チェック欄付き。

*1031115614*
振り飛車穴熊の最終進化
広瀬章人
（ひろせ・あきひと）
著
日本将棋連盟 マイナビ
（発売）

最強の敵・居飛車穴熊にどう対抗するか ? トップ 棋士・広瀬章人八段による振り飛
車穴熊の最新講座。角道を止める振り飛車穴熊の可能性を示す。チェック欄あり。
『将棋世界』連載を加筆・修正し、再構成して単行本化。

諸芸、娯楽
同時アクセス1 4,235円 + 税
同時アクセス3 10,587円 + 税
分類◎796 件名◎将棋 ヒフ 222p
冊子版 978-4-8399-5518-2 2015.03

*1031115603*

951

丸善出版
知・記号・コンピューター（丸善ライブラリー）
仲本 , 秀四郎
丸善出版

マルチメディアやパソコンがもてはやされ、世はまさにコンピューター時代。その熱
にあおられて眩惑されることなくこの機械とつきあうために、知と情報を扱う道具の歴
史をふり返る。

総記
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-621-05217-4

1996

*1031210652*
量子情報理論 第3版

総記

同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎007.1 件名◎量子情報 サリ
量子力学の基本的な考え方から出発して、量子情報理論の物理的仕組みやアル 300p
ゴリズムを、例題を交えつつ解説する。章末に演習問題を掲載。量子アニーリン 冊子版 978-4-621-30416-7 2019.10
佐川弘幸
（さがわ・ひろゆき）
著
丸善出版

吉田宣章
（よしだ・のぶあき）
著

グ方式の基礎的な考え方を追加した第3版。

DL不可

*1031340548*
日本思想史事典

Encyclopedia of Japanese Intellectual History

日本思想史事典編集委員会編
丸善出版

歴史学、政治学、倫理学、宗教学、文学などさまざまな学問領域から独自の視点
で日本思想を論じた中項目事典。古代・中世・近世・近現代と幅広い時代を取り
上げる。これからの日本思想史研究を語る上での新しいスタンダード。

認知行動療法事典

Encyclopedia of Cognitive Behavioral Therapy

日本認知・行動療法学会編
丸善出版

「認知行動療法」のスタンダードを知ることができる中項目事典。基礎理論、基礎
研究から公認心理師主要5分野、関連法規・倫理まで、広範な治療法をもつ認知
行動療法を網羅的に学ぶための全329項目を収録する。

いまを生きるための倫理学
盛永審一郎
（もりなが・しんいちろう）
編
丸善出版

東洋思想
同時アクセス1 72,600円 + 税
同時アクセス3 108,900円 + 税
分類◎ 件名◎日本思想－歴史－便覧 ■
ニ 718p
冊子版 978-4-621-30458-7 2020.04

*1031873836*
心理学
同時アクセス1 66,000円 + 税
同時アクセス3 99,000円 + 税
分類◎ R146.8 件名◎認知行動療法－
便覧 ■ニ 25,798p
冊子版 978-4-621-30382-5 2019.08

*1031137170*
倫理学、道徳

松島哲久
（まつしま・あきひさ）
編

生命、環境、教育から家族に至るまで、直面する問題にわれわれは如何に向き合
うべきか。生き方やモラルを問い直そうとする現代人が見過ごすことのできないトピッ
クを論題に立て、1テーマ見開き完結で平易に解説する。

同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎150.4 件名◎倫理学 ■イ 326p
冊子版 978-4-621-30441-9 2019.11
DL不可

*1031533285*
アイルランド問題とは何か ―イギリスとの闘争、そして和平
へ―
（丸善ライブラリー315）
鈴木 , 良平
丸善出版

ＩＲＡとは何か。なぜアイルランドは南北に分割されたのか。アイルランドとイギリスとの、
血で血を洗うような闘争の根底には何があるのか。本書では、両国の紛争の歴史と、
宗教的な背景をたどり、現在の政治的状況と今後の展望を語る。

東南アジア文化事典

ヨ－ロッパ 史、西洋史
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-621-05315-7

2000

*1030937021*
地理、地誌、紀行

同時アクセス1 66,000円 + 税
同時アクセス3 99,000円 + 税
分類◎ R292.3 件名◎東南アジア－便覧
東南アジアの社会、自然、人々を解説した事典。エスニック料理や文化遺産、 ■ト 25,794p
独特の芸能から、宗教、ジェンダーにまつわるトピックまで幅広く紹介。特に日本と 冊子版 978-4-621-30390-0 2019.10
信田敏宏
（のぶた・としひろ）
編集委員長
丸善出版

綾部真雄
（あやべ・まさお）
編集委員

の関係については歴史的にも掘り下げて説明する。

*1031389204*
952

現代地政学事典

政治

同時アクセス1 79,200円 + 税
同時アクセス3 118,800円 + 税
分類◎ R312.9 件名◎政治地理－便覧
地球社会の脅威を認識し乗り越えるための「新しい地政学」の構築を目指す事典。 ■ゲ 23,859p
私たちを取り巻くさまざまな脅威や不安に関する認識、その構図、伝統地政学、批 冊子版 978-4-621-30463-1 2020.01
現代地政学事典編集委員会編
丸善出版

判地政学、ボーダースタディーズなどで構成。

*1031537711*
ＭＯＴ知識創造経営とイノベーション（ＭＯＴテキスト・シリーズ）
野中 郁次郎
丸善出版

企業がどのように知識を継続的に創造し、その知識をもって経営をおこなっていくか、
それが本巻のテーマ。ビジネス経営書分野で斬新な切り口で定評のある一橋大学
教授・野中郁次郎責任編集による知識創発マネジメント経営論。

経済
同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-621-07684-2

2006

*1032352842*
資源クライシス ―だれがその持続可能性を維持するのか ?―

経済

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎
資源枯渇について、「産業社会の持続可能性の究極の条件は何か」を考え、そ 冊子版 978-4-621-07993-5
加藤 , 尚武
丸善出版

の究極の可能性から逆算して、現代の戦略を具体的に明らかにする資源環境論。

2008

*1031210653*
組織の危機管理入門 ―リスクにどう立ち向えばいいのか―
（京大人気講義シリーズ）
林 , 春男
丸善出版

本書では、組織の危機管理能力向上のために必要不可欠な業務継続マネジメント・
プロセスの基本的な考え方、リスクの評価・戦略計画・一元的な危機対応・教育・
訓練の実施方法について平易に解説し、これらを継続的に行っていく大切さを力説
する。

消費生活アドバイザー受験合格対策

国家資格「消費生活相談員」
が同時習得できる 2020年版

大矢野由美子
（おおやの・ゆみこ）
編著
丸善出版

安藤昌代
（あんどう・まさよ）
編著

各分野に精通したプロが過去の出題傾向を分析し本年度の試験対策を的確に洗
い出しており、膨大な試験科目の全重要項目を体系的に理解できるようになっている。
また試験までにおさえておきたい最新情報の収集方法をアドバイスしながら、難関
といわれる2次試験対策も詳しく紹介する。

園づくりのことば 保育をつなぐミドルリーダーの秘訣

経済
同時アクセス1 6,930円 + 税
同時アクセス3 10,395円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-621-07951-5

2008

*1031272449*
社会
同時アクセス1 21,450円 + 税
同時アクセス3 32,175円 + 税
分類◎ 件名◎消費生活アドバイザー ■シ
618p
冊子版 978-4-621-30506-5 2020.05

*1031983457*
教育

同時アクセス1 4,290円 + 税
同時アクセス3 6,435円 + 税
分類◎376.14 件名◎保育 ■エ 104p
主任保育者や副園長などの「ミドルリーダー」に焦点を当て、園の職員が保育に 冊子版 978-4-621-30410-5 2019.07
井庭崇
（いば・たかし）
編著
丸善出版

秋田喜代美
（あきた・きよみ）
編著

かかわり、互いに交流しながら成長していく環境をどのように作っていくのか、その実
践の知恵を27個の秘訣としてまとめる。

DL不可

*1031137171*
47都道府県・民話百科
花部英雄
（はなべ・ひでお）
編
丸善出版

小堀光夫
（こぼり・みつお）
編

47の各都道府県ごとにその土地ならではの民話を昔話、伝説、世間話の3つの分
野に分けて紹介。全国的に有名な話も各地の独自性を中心に解説する。とんち話、
悲劇、説話など、話の内容のほか、各地の風土・歴史にも言及。

風俗習慣、民俗学、民族学
同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎388.1 件名◎民話－日本 ■ヨ
340p
冊子版 978-4-621-30418-1 2019.11

*1031434058*
953

日本のしきたり英語表現事典

The Quick Guide to Traditional Japanese Customs

風俗習慣、民俗学、民族学

同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
亀田尚己
（かめだ・なおき）
著 中道キャサリン
（なかみち・きゃさりん）
著
分類◎382.1 件名◎日本－風俗 カニ
丸善出版
294p
毎月行われている年中行事、挨拶・贈り物・宴会などの日常の作法、人生節目の儀礼、 冊子版 978-4-621-30432-7 2019.12

暦や十干十二支など、日本独特の慣習やしきたりについて、英語で説明するための
表現方法や背景知識を解説する事典。和文・英文索引付き。

富士山境目図鑑 境目だから面白い、五合目の地質と動植物

*1031533288*
自然科学

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎〈402.9151〉 件名◎富士山 ■フ
富士山の五合目～六合目の山腹を一巡する「御中道」は、高山帯と亜高山帯の 158p
境界付近に位置する。この境目にスポットをあて、過去の火山活動の跡や、火山・ 冊子版 978-4-621-30511-9 2020.05
山梨県富士山科学研究所著
丸善出版

高標高の厳しい環境で生き抜く植物・生き物について専門家が解説する。

DL不可

*1031983458*
4次元図形百科

数学

同時アクセス1 19,140円 + 税
同時アクセス3 28,710円 + 税
分類◎414 件名◎幾何学 ミヨ 253p
4次元を具体的なかたちや図で表現する努力は、人類の文化史が始まったころから 冊子版 978-4-621-30482-2 2020.01
宮崎興二
（みやざき・こうじ）
著
丸善出版

あった。現在知られている4次元図形の概要を総覧し、近い未来に見られるかもし
れない4次元の風景を空想する。

*1031537717*
インフィニティ・パワー 宇宙の謎を解き明かす微積分
S.ストロガッツ著
丸善出版

徳田功
（とくだ・いさお）
訳

微積分なしに、電子レンジ、携帯電話、コンピュータは存在しなかった－。無限の
原理を主題に、幾何学の片隅から生まれた微積分が世の中の近代化を助け、宇
宙の法則を表すに至るまでを幅広い観点から解き明かす。

数学
同時アクセス1 8,910円 + 税
同時アクセス3 13,365円 + 税
分類◎413.3 件名◎微分学 スイ 403p
冊子版 978-4-621-30490-7 2020.01
DL不可

*1031537715*
ステドール 数学の歴史
ステドール 著
丸善出版

三浦伸夫
（みうら・のぶお）
訳

「数学史」を歴史学の一分野として捉え、過去の数学をその時代の文脈の中で解
釈することの重要性を具体的に提示。「数学史とは」「その目的は」など、数学史
研究の面白さやその最先端を、新鮮な題材とともに紹介する。

数学
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎410.2 件名◎数学－歴史 スス
152p
冊子版 978-4-621-30485-3 2020.01
DL不可

*1031537713*
可換代数と組合せ論 〈現代数学シリーズ〉

数学

同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎410.9 件名◎組合せ論 ヒカ 163p
組合せ論の斬新な特質を学ぶための入門書。可換代数のどのような結果がいかな 冊子版 978-4-621-30420-4 2019.09

日比孝之
（ひび・たかゆき）
著 シュプリンガー・ジャパン株式会社編集
丸善出版

る技巧を経由して組合せ論に適用されるのか解説する。巻末には全ての演習問題
のためのヒントや略解を添付。

*1031434059*
現代数学の基本概念 上

数学

同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎410 件名◎数学 ヨゲ 177p
現代数学の最重要の概念や構造を包括的に紹介。上は、数学における基本的な 冊子版 978-4-621-30401-3 2019.08
J.ヨスト著
丸善出版

清水勇二
（しみず・ゆうじ）
訳

構造と圏論の基礎概念を導入するほか、2項関係を織り込むグラフ、代数的不変
量や幾何的不変量などを論じる。

DL不可

*1031137172*
954

現代数学の基本概念 下

数学

同時アクセス1 13,860円 + 税
同時アクセス3 20,790円 + 税
分類◎410 件名◎数学 ヨゲ 256p
現代数学の最重要の概念や構造を包括的に紹介。下は、空間概念をトポロジー・ 冊子版 978-4-621-30464-8 2020.01
J.ヨスト著
丸善出版

清水勇二
（しみず・ゆうじ）
訳

微分幾何学・代数幾何学の観点から分析するほか、ホモロジー理論、操作で生
成される構造、圏論の基礎的結果などを取り上げる。

DL不可

*1031537712*
固有値計算と特異値計算 〈計算力学レクチャーコース〉

数学

同時アクセス1 13,860円 + 税
同時アクセス3 20,790円 + 税
分類◎411.35 件名◎行列・行列式 ■コ
自然科学、工学をはじめとしたあらゆる分野での応用が進む固有値計算と特異値 199p
計算。基礎理論の解説に重点を置き、より正確に、かつより速く値を求める方法を 冊子版 978-4-621-30473-0 2019.12
長谷川秀彦
（はせがわ・ひでひこ）
ほか著
丸善出版

紹介する。アルゴリズムを通して理解を深められるテキスト。

*1031537716*
特異点入門 改訂版 〈現代数学シリーズ〉
石井志保子
（いしい・しほこ）
著
丸善出版

代数幾何学における特異点のユニークな入門書。正則微分形式による特異点の
分類を紹介する。高次元の極小モデル問題の進展を反映し、弧空間やジェット空
間の特異点への応用、正標数の手法の進展を概説する章を追加した改訂版。

数学
同時アクセス1 15,840円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎411.8 件名◎代数幾何学 イト
282p
冊子版 978-4-621-30475-4 2020.01

*1031537714*
格子ボルツマン法入門 複雑境界および移動境界流れの数値計算法

物理学

同時アクセス1 14,850円 + 税
同時アクセス3 22,275円 + 税
分類◎423.8 件名◎流体力学 ■コ
格子ボルツマン法の研究をリードしてきた著者らによる解説書。基礎理論とそれを 165p
発展させたLKS、移動境界流れに適用できるIB-LBM、気液および液液二相流体 冊子版 978-4-621-30476-1 2020.01
稲室隆二
（いなむろ・たかじ）
著
丸善出版

吉野正人
（よしの・まさと）
著

に適用可能な二相系 LBMについて説明する。

DL不可

*1031537718*
光物性学原論 Optical Properties of Solid State Physics
石井武比古
（いしい・たけひこ）
著
丸善出版

安居院あかね
（あぐい・あかね）
著

物理学の範疇にとどまらず、新規材料の開発や新薬の製造といった幅広い分野で
活用される光物性。その基礎となる物質と電磁波の相互作用を、重要な式の背景
なども含めて解説する。講義のために長年書き溜めたノートを書籍化。

物理学
同時アクセス1 49,500円 + 税
同時アクセス3 74,250円 + 税
分類◎428 件名◎物性論 イヒ 865p
冊子版 978-4-621-30431-0 2020.01
DL不可

*1031537720*
素粒子の探究で宇宙がみえてくる 波場センセイのとっておき50話

物理学

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎ 件名◎素粒子 ハソ 210p
ものを小さく小さく砕いていくと、どこまで細かくできるのか。万物の源である「素粒子」 冊子版 978-4-621-30515-7 2020.06
波場直之
（はば・なおゆき）
著 コダマアキコ挿絵
丸善出版

を探るうちに、なぜか大きな宇宙へと話はつながっていく。ミクロの世界を50話でわ
かりやすく解説。『山陰中央新報』連載を単行本化。

DL不可

*1032310373*
電磁場の発明と量子の発見

物理学

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎427.02 件名◎電気磁気学－歴史
電磁気学の入門書。量子論の発展する19世紀～20世紀初頭の物理学者たちの ツデ 150p
興味深いエピソードなど、科学史的話題をもり込みながら、初学者向けにわかりや 冊子版 978-4-621-30483-9 2020.01
筒井泉
（つつい・いずみ）
著
丸善出版

すく解説する。『パリティ』連載を単行本化。

DL不可

*1031537719*
955

ついに見えたブラックホール 地球サイズの望遠鏡がつかんだ謎

天文学、宇宙科学

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎ 件名◎ブラック・ホール タツ 184p
ブラックホールの理論的な発見からその種類、
「イベント・ホライズン望遠鏡」によっ 冊子版 978-4-621-30518-8 2020.07
谷口義明
（たにぐち・よしあき）
著
丸善出版

て観測に成功したブラックホールのシルエットまで、簡潔に解説。観測に貢献した
技術とともに、天体ニュースの見どころを紹介する。

DL不可

*1032433762*
沙漠学事典

地球科学、地学

同時アクセス1 72,600円 + 税
同時アクセス3 108,900円 + 税
分類◎ 件名◎砂漠－便覧 ■サ
日本沙漠学会の設立30年を記念した書。沙漠について様々な角度から約200テー 29,504p
マを選び、1テーマを見開き2ページで解説。各テーマには、写真や図表を1つ以 冊子版 978-4-621-30517-1 2020.07
日本沙漠学会編
丸善出版

上掲載する。

*1032433763*
地震 どのように起きるのか 〈サイエンス・パレット 036〉

地球科学、地学

同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎ 件名◎地震学 コジ 135p
地震の定説とされる「弾性反発説」や「ダブルカップル説」を数式を交えながら 冊子版 978-4-621-30509-6 2020.05
纐纈一起
（こうけつ・かずき）
著
丸善出版

詳しく紹介し、そのメカニズムの原理がしっかり理解できるよう解説する。物理の視
点から地震の発生原理をひも解く。

*1032310374*
HL7 FHIR 新しい医療情報標準

医学

同時アクセス1 27,720円 + 税
同時アクセス3 41,580円 + 税
分類◎ 件名◎医療－データ処理 ブエ
シンプルかつ効率的に情報共有を実現する次世代の医療情報標準規格として注目 303p
を集める「HL7 FHIR」の入門書。医療情報を扱うシステムの開発や導入を考え 冊子版 978-4-621-30491-4 2020.05
Mark L.Braunstein 著 日本医療情報学会監修
丸善出版

る際に役立つ。

DL不可

*1031927268*
看護過程から理解する看護診断 改訂3版
滝島紀子
（たきしま・のりこ）
著
丸善出版

看護過程の理解を通し、看護診断の考え方を学べるテキスト。看護過程の概要、
アセスメントから診断までの思考プロセス、看護診断を行う上で知っておくべき基
礎的事項などを解説し、看護診断の実際を事例で説明する。

医学
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎492.913 件名◎看護診断 タカ
181p
冊子版 978-4-621-30368-9 2019.02

*1031434060*
健康心理学事典

医学

同時アクセス1 66,000円 + 税
同時アクセス3 99,000円 + 税
分類◎ R490.14 件名◎健康心理学－便
心身の健康増進と疾病予防に関する心理学的研究から、重要なトピック300項目を 覧 ■ケ 23,718p
厳選し、基礎から研究法までを各項目見開き2ページの全13章構成でわかりやすく 冊子版 978-4-621-30376-4 2019.10

日本健康心理学会編
丸善出版

解説する。

*1031274454*
知っておきたいカラダの不思議 人体はうまくできている

医学

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎491.3 件名◎人体 オシ 164p
「ミニスカは大根足の恐れ」
「血管はなぜ青く見えるの?」
「インフル、なぜ冬に流行 ?」 冊子版 978-4-621-30487-7 2020.01
恩田和世
（おんだ・かずよ）
著
丸善出版

など、人体の不思議140テーマを1テーマ1頁で解説する。『沖縄タイムス』の「ワ
ラビー」連載を再編集。

*1031537721*
956

いまさら聞けない計算力学の定石
土木学会応用力学委員会計算力学小委員会編
丸善出版

広範な問題が扱われる一方で、それらの専門性が日々高度化している計算力学分
野における常識的な項目をわかりやすく解説。例題を多数取り上げ、その数値解析
結果だけでなく理論解や解析解、実験結果等もあわせて示す。

技術、工学
同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎501.3 件名◎応用力学 ■イ
342p
冊子版 978-4-621-30498-3 2020.03
DL不可

*1031983459*
グローバル 企業の知財戦略

米国特許訴訟・輸出管理法・知財 デュー・デリジェンスがよくわかる

岸本芳也
（きしもと・よしなり）
著
丸善出版

米国で、特許紛争事件に巻き込まれたらどうすればよいのか ? 特許訴訟に関する基
本的な手続から、実践的な対応策・戦略までをわかりやすく解説。輸出管理法・
知財デューデリジェンスについては特に詳述する。

デザイン科学事典 Encyclopedia of Design Science

技術、工学
同時アクセス1 17,160円 + 税
同時アクセス3 25,740円 + 税
分類◎507.23 件名◎特許 キグ 402p
冊子版 978-4-621-30481-5 2020.02

*1031670288*
技術、工学

同時アクセス1 66,000円 + 税
同時アクセス3 99,000円 + 税
分類◎ R501.83 件名◎デザイン
（工業）
科学的アプローチによってデザインにおける法則性・規則性を明らかにし、関連す －便覧 ■デ 17,705p
る知識の体系化を目指すデザイン科学。デザインの理論・方法論から分析・評価・ 冊子版 978-4-621-30377-1 2019.10
日本 デザイン学会編
丸善出版

実践例まで重要テーマを取り上げて解説。事項・人名等の索引付き。

*1031537710*
ヒューマンエラー Human Error 第3版
小松原明哲
（こまつばら・あきのり）
著
丸善出版

安全マネジメントの観点から考える、業種を超えたヒューマンエラー防止のための
実務入門書。ヒューマンエラーを体系的に、かつエラーごとにその背後要因や対
策を平易に解説する。最近の知見を盛り込んだ第3版。

技術、工学
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎509.8 件名◎安全管理 コヒ
145p
冊子版 978-4-621-30435-8 2019.10

*1031340549*
丸善金属質量表 第3版

技術、工学

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎ R501.41 件名◎金属材料－便覧
各種金属材料について、
「単位寸法当り質量」のほか「寸法・形状」
「断面二次半径」 ■マ 372p
などの断面性能を記載し、金属材料関係者の使用に供するよう編集。最新の技術 冊子版 978-4-621-30479-2 2020.01
菱田博俊
（ひしだ・ひろとし）
編
丸善出版

直井久
（なおい・ひさし）
編

情報にもとづき金属材料の追加および内容の修正を行った第3版。

DL不可

*1031537722*
科学的に見るSDGs 時代のごみ問題

建設工学、土木工学

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎518.52 件名◎廃棄物処理 マカ
リサイクルはごみ処理よりよいのか。ごみの分別はなぜ必要なのか。ごみはどこまで 181p
減らせるのか。適正処理を妨げている構造的な問題や、プラスチックをめぐる様々 冊子版 978-4-621-30471-6 2019.12
松藤敏彦
（まつとう・としひこ）
著
丸善出版

な問題など、持続可能なごみ問題対策に必要な知見を紹介する。

*1031533286*
Q＆Aで解決化学品の GHS 対応 SDSをつくる本

JIS Z 7252/7253：2019準拠
吉川治彦
（きっかわ・はるひこ）
著
丸善出版

化学品管理に関する法制度や基準、SDS の意義や背景などの基本から、2019年
改正 JISに準拠したSDS・ラベルの作成法まで、最新情報に基づいて丁寧に解説。
作成時の「どうする?」「困った!」にはQ＆A で答える。

化学工業
同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 11,385円 + 税
分類◎574 件名◎化学薬品 キキ 150p
冊子版 978-4-621-30421-1 2019.09
DL不可

*1031274455*
957

近代中国の食糧事情 食糧の生産・流通・消費と農村経済

〈金沢大学人間社会研究叢書〉
弁納才一
（べんのう・さいいち）
著
丸善出版

日中戦争は、中国の食糧事情をどのように乱し、変えていったのか。中華民国期の
食糧の生産・流通・消費に膨大な統計・資料から迫り、近代中国農村経済史の
全体像構築を図る。

農業経済学事典
日本農業経済学会編
丸善出版

農業経済学の理解に必要な事項を網羅した事典。300を超える項目を、「農業経
済学のユニークネスと新展開」「農業と技術」「農業経営」「農産物市場と価格
形成」「食品の安全」「世界の農業」など17の章に分けて収録する。

農業
同時アクセス1 21,450円 + 税
同時アクセス3 32,175円 + 税
分類◎611.3 件名◎食糧 ベキ 235p
冊子版 978-4-621-30442-6 2019.10

*1031533287*
農業
同時アクセス1 66,000円 + 税
同時アクセス3 99,000円 + 税
分類◎ R611.036 件名◎農業経済－便
覧 ■ノ 23,775p
冊子版 978-4-621-30457-0 2019.11

*1031434061*
ことわざの生態学 森・人・環境考 新装版
只木良也
（ただき・よしや）
著
丸善出版

故事ことわざ、成句や慣用句をモチーフに、森の自然のしくみと働き、森と人との付
き合い、森を介した環境問題への提言などを綴ったユニークな読みもの。長年森
林を相手にしてきた生態学者が語る森の雑記帳。

林業
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎650.4 件名◎森林 タコ 228p
冊子版 978-4-621-30488-4 2020.01

*1031537723*
森との共生 ―持続可能な社会のために―
（丸善ライブラリー
322）
藤森 隆郎
丸善出版

本書では、森林とはなにか、その抱える問題とはなにか、等の基礎的な知識から、
森林の保全・管理の方法まで、誰もが共通の知識を持てるように、さらに持続可能
な森づくり、住民参加の森づくりの有り方を解説する。

パリ・1920年代 ―シュルレアリスムからアール・デコまで―
（丸善ライブラリー）
渡辺 淳
丸善出版

一九二〇年代のパリを舞台に、二〇世紀文化の原点ともいうべきそれらの文芸と、
それを創る人々が織りなす華やかなドラマの現場へと案内する。

知っておきたい日本の古典芸能 歌舞伎

林業
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-621-05322-5

2000

*1031390608*
芸術、美術
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-621-05231-0

1997

*1032352843*
演劇

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎774 件名◎歌舞伎 タシ 166p
日本を代表する芸能「歌舞伎」。実際に起こった事件を軸に、人々がなぜそのよう 冊子版 978-4-621-30436-5 2019.10
瀧口雅仁
（たきぐち・まさひと）
編著
丸善出版

に思い、それに準ずる行動を取ったのかを考えさせられる名作古典9作品を収録。
作品・用語解説も掲載。中学校以上で習う漢字にはルビ付き。

DL不可

*1031340550*
知っておきたい日本の古典芸能 講談
瀧口雅仁
（たきぐち・まさひと）
編著
丸善出版

日本を代表する芸能「講談」。軍記物や歴史物に注釈を加えて聞かせる「太平記
読み」から生まれた、「読む」 芸である講談の名作9作品を収録。作品・用語解
説も掲載。中学校以上で習う漢字にはルビ付き。

演劇
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎779.12 件名◎講談 タシ 131p
冊子版 978-4-621-30437-2 2019.10
DL不可

*1031340551*
958

知っておきたい日本の古典芸能 忠臣蔵
瀧口雅仁
（たきぐち・まさひと）
編著
丸善出版

日本を代表する芸能「歌舞伎」「講談」で取り上げられてきた物語「忠臣蔵」。
実際に起こった事件軸に、人々の心を巧みに描き、長く日本人に愛されてきた名作
を収録。作品・用語解説も掲載。中学校以上で習う漢字にはルビ付き。

演劇
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎774 件名◎忠臣蔵 タシ 157p
冊子版 978-4-621-30440-2 2019.10
DL不可

*1031340554*
知っておきたい日本の古典芸能 落語

演劇

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎779.13 件名◎落語 タシ 172p
日本を代表する芸能「落語」。主に江戸時代の町中を舞台に、笑いを中心とした 冊子版 978-4-621-30438-9 2019.10
瀧口雅仁
（たきぐち・まさひと）
編著
丸善出版

滑稽な噺や、登場人物の人情の機微に迫る噺など、落語の名作9作品を収録。
作品・用語解説も掲載。中学校以上で習う漢字にはルビ付き。

DL不可

*1031340552*
知っておきたい日本の古典芸能 浪曲・怪談
瀧口雅仁
（たきぐち・まさひと）
編著
丸善出版

日本を代表する芸能「浪曲・怪談」。節と呼ばれる歌と、啖呵と呼ばれる語りの部
分で構成される浪曲と、幽霊やお化けが登場する怪談物語の名作計10作品を収
録。作品・用語解説も掲載。中学校以上で習う漢字にはルビ付き。

演劇
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎779.15 件名◎浪曲 タシ 169p
冊子版 978-4-621-30439-6 2019.10
DL不可

*1031340553*
オリンピックと放送（丸善ライブラリー23）

スポーツ、体育

同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎
オリンピックは電波を通して様々のドラマを世界に送り出してきた。アナウンサーとし 冊子版 978-4-621-05023-1
西田 , 善夫
丸善出版

て第一線で活躍する著者が、ラジオに耳をあてながらヘルシンキ・オリンピックを
聞いた高校時代から、長野開催決定までの40年にわたるオリンピック放送の体験
を通して、その時々の世相、選手たちの素顔、放送の失敗談や苦労話などを、マ
イクを筆にかえて読者に伝える。

ことばの不思議の国 言語学の魅力がわかる本

〈叢書インテグラーレ 018〉
広島大学大学院総合科学研究科編
丸善出版

柴田美紀
（しばた・みき）
責任編集

言語学という不思議の国に魅せられた3人の英語教育の研究者でもある言語学者
たちが、自分たちの追い求める「白ウサギ」= 不思議を紹介。音声から学習、思
考にいたるまで、言語学・応用言語学への案内役となる一冊。

「やさしい日本語」表現事典

1991

*1030815362*
言語
同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 9,405円 + 税
分類◎801 件名◎言語学 ■コ 153p
冊子版 978-4-621-30489-1 2020.01

*1031670289*
日本語

同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎ 件名◎日本語教育
（対外国人）イ
災害時の情報発信を目的に生まれ、日本で暮らす外国人など様々な立場の人と日本 ヤ 302p
社会とのバイパスとしての役割を担う「やさしい日本語」。その基礎を解説し、学校・ 冊子版 978-4-621-30512-6 2020.07
庵功雄
（いおり・いさお）
編著
丸善出版

志賀玲子
（しが・れいこ）
著

行政・くらしなどの場面を想定した会話例と文章例を紹介する。

*1032433761*
日英・慣用句の文化事典

英語

同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎ R833.2 件名◎英語－辞典
（和英）
日常よく使われる日本語慣用句を600以上取り上げ、由来や語義とその英語表現を ヤニ 327p
エピソードも盛り込みながら解説。実際の英会話でも活用できるよう英語例文も豊富 冊子版 978-4-621-30417-4 2019.09
山田雅重
（やまだ・まさしげ）
著
丸善出版

亀田尚己
（かめだ・なおき）
編集協力

に掲載する。異文化理解にも役立つユニークな事典。

*1031274456*
959

ノーベル 文学賞 ―作家とその時代―
（丸善ライブラリー）
柏倉 , 康夫
丸善出版

20世紀の幕開けと共に誕生したノーベル文学賞は、2度の大戦をはじめとする無数
の戦争や革命、民俗紛争など、時代の激動と共に歩んできた。授賞の栄誉に輝い
た80余名と、生涯待ち続けた数多の作家達、そして自ら受賞を拒否した人々。こ
れらの文学者たちがおりなす人間のドラマと、その生きた時代を、多くの作品や証
言によって綴る。

『源氏物語』
を楽しむ ―恋のかけひき―
（丸善ライブラリー
237）
山口 仲美
丸善出版

『源氏物語』の主人公、光源氏は、恋や結婚の場で、女性たちとどんな駆け引き
のある会話を交わしているのか？それを明らかにしようとしたのが、本書です。光源
氏の相手になった女性たちは、人柄や環境に応じて個性豊かな言葉を発し、彼とさ
まざまな関係をつくっていきます。それは、さながら現代の男と女の会話の見本集。

サドから
『星の王子さま』へ ―フランス小説と日本人―
（丸
善ライブラリー）
稲垣 , 直樹
丸善出版

日本の作家たちは、フランス小説をどう読んだか？そして、その結果なにが産まれた
のか？先人の学問的成果と著者独自の観点から、いまフランス小説をどう読みうる
かを探る。

960

文学
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-621-05064-4

1992

*1031314155*
日本文学
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-621-05237-2

1997

*1031537726*
フランス文学
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-621-05107-8

*1031210651*

1993

みすず書房
スマートマシンはこうして思考する
ショーン・ジェリッシュ著
みすず書房

依田光江
（よだ・みつえ）
訳

人間の思考とAI（人工知能）の “ 思考 ” の組立ては、どう違うのか ? AI 研究の主
なブレイクスルーをつぶさにたどりながら、スマートマシンの知能のメカニズムを解
き明かす。AI 開発史を彩る研究者たちの奮闘も多数紹介。

総記
同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎007.13 件名◎人工知能 ジス
349,32p
冊子版 978-4-622-08878-3 2020.03

*1031983375*
霧中の読書

図書館、図書館学

荒川洋治
（あらかわ・ようじ）
著
みすず書房

書物について書くことは、霧の中にいるようなものだ－。「風景の時間」「川上未映
子の詩」「西鶴の奇談」など、荒川洋治が2016～2019年に発表したエッセイから
45編を選び、書き下ろし1編を加えて単行本化。

同時アクセス1 8,910円 + 税
同時アクセス3 13,365円 + 税
分類◎019.04 件名◎読書 アム 227p
冊子版 978-4-622-08845-5 2019.10

*1031533246*
工場日記

西洋哲学

同時アクセス1 13,860円 + 税
同時アクセス3 20,790円 + 税
分類◎135.5 ヴコ■■ ベ 257p
哲学教師としてリセで教鞭を執ったのち、自ら女工の生活に飛び込んだ、フランス 冊子版 978-4-622-08817-2 2019.07

シモーヌ・ヴェイユ 著
みすず書房

冨原眞弓
（とみはら・まゆみ）
訳

の思想家・ヴェイユ。苛酷な労働の中に生まれる思考と感情を書き留めた記録に、
工場の作業、機械や道具の仕組みについての校閲を加えた決定版。

*1031274417*
フロイディアン・ステップ 分析家の誕生

心理学

同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎146.13 件名◎フロイト,ジークムン
精神分析を創始し、20世紀の思想を決定付けたフロイト。フロイトの何が重要で、 トトフフ 241p
現代の臨床とどう接続するのか。分析家としてどのような変容を遂げ、理論を刷新 冊子版 978-4-622-08810-3 2019.09

十川幸司
（とがわ・こうじ）
著
みすず書房

したのか。その思想の核心を明かす。

*1031434026*
分析心理学セミナー 1925年、チューリッヒ

心理学

同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎146.15 件名◎精神分析 ユブ
フロイトとの交流と決別、その後に訪れた心の危機、そして〈無意識との対決〉か 213,38p
ら超越機能へ－。1925年のチューリッヒにおいて、ユング心理学がまさに産声をあ 冊子版 978-4-622-08843-1 2019.10
C.G. ユング著 ソヌ・シャムダサーニ編
みすず書房

げたセミナーの記録。

*1031533250*
宗教事象事典

宗教

レジーヌ・アズリア編 ダニエル・エルヴュー=レジェ編
みすず書房

今日の世界にみられるさまざまな宗教を扱い、多様な現れをとる〈事象〉に、学際
的かつ超領域的な人文社会科学のアプローチで迫る。宗教的なものと関係する諸
問題への考察を助ける項目など67項目を収録。

同時アクセス1 66,000円 + 税
同時アクセス3 99,000円 + 税
分類◎ R160.36 件名◎宗教－便覧 ■シ
774p
冊子版 978-4-622-08798-4 2019.05

*1030990043*
反穀物の人類史 国家誕生のディープヒストリー

歴史

同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎209.2 件名◎世界史－古代 スハ
豊かな採集生活を謳歌した「野蛮人」は、いかにして古代国家に家畜化されたの 232,42p
か ? 国家形成における穀物の役割とは? 農業国家による強制の手法とは? 考古学、 冊子版 978-4-622-08865-3 2019.12

ジェームズ・C.スコット著
みすず書房

立木勝
（たちき・まさる）
訳

人類学などの最新成果をもとに、壮大な仮説を提示する。

*1031670264*
961

明治維新の敗者たち 小栗上野介をめぐる記憶と歴史

日本史

同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎210.61 件名◎明治維新 ワメ
「勝てば官軍、負ければ賊軍」なのか ? 小栗上野介忠順を敗者の代表として選び、 264,32p
敗者への公正さを要求した人びとが明治政府史観にいかに抗ってきたかを膨大な 冊子版 978-4-622-08811-0 2019.06
マイケル・ワート著
みすず書房

野口良平
（のぐち・りょうへい）
訳

史資料から跡づけ、歴史の生成を描く。

*1031137139*
文明史から見たトルコ革命 アタテュルクの知的形成

アジア史、東洋史

同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎227.4 件名◎トルコ革命
（1923）
イスラム圏初の世俗国家を建設したアタテュルク。近代西洋の理念に則る建国と ハブ 249,55p
いう壮大な社会実験は、成功したのか ? 西洋と東洋の狭間から歴史を読み直す。 冊子版 978-4-622-08885-1 2020.03
M.シュクリュ・ハーニオール 著
みすず書房

新井政美
（あらい・まさみ）
監訳

現代トルコの起源を知るための必読書。

*1031983376*
アウシュヴィッツの巻物証言資料

ヨ－ロッパ 史、西洋史

同時アクセス1 21,120円 + 税
同時アクセス3 31,680円 + 税
分類◎234.074 件名◎ホロコースト
選別されたユダヤ人〈ゾンダーコマンド〉の労働によって稼動していたナチのガス室。（1939～1945）チア 322,78p
遺体の焼却や処理、清掃など「地獄」の労働を担わされた彼らがひそかに書き、 冊子版 978-4-622-08703-8 2019.05

ニコラス・チェア著 ドミニク・ウィリアムズ 著
みすず書房

死後の発見を願って地中に埋めた文書の全貌を詳しく考察する。

*1030990041*
失われた子どもたち 第二次世界大戦後のヨーロッパの家族再建

ヨ－ロッパ 史、西洋史

同時アクセス1 19,800円 + 税
同時アクセス3 29,700円 + 税
分類◎230.7 件名◎西洋史ー20世紀 ザ
第二次世界大戦後のヨーロッパでは、数多くの子どもたちが行方不明になった。国 ウ 398,69p
連諸機関と人道主義組織による国際的な子どもの救済活動を通して、戦後のヨーロッ 冊子版 978-4-622-08868-4 2019.12

タラ・ザーラ著
みすず書房

三時眞貴子
（さんとき・まきこ）
監訳

パ再建と国際秩序の創出をめぐる諸相を浮き彫りにする。

*1031670265*
キッチンの悪魔 三つ星を越えた男

伝記

同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎289.3 件名◎ホワイト,マルコ・ピ
イギリス労働者階級から這いあがり、ミシュラン三つ星を獲得したシェフ、マルコ・ エール ホキホ 341p
ピエール・ホワイト。あえて星をすて、経営に専念した孤高のシェフの闘争記。実 冊子版 978-4-622-08856-1 2019.11
マルコ・ピエール・ホワイト著 ジェームズ・スティーン著
みすず書房

際にふるまわれていたフルコースを再現できるレシピ付き。

*1031616155*
ランスへの帰郷
ディディエ・エリボン著
みすず書房

塚原史
（つかはら・ふみ）
訳

パリの知識人となった著者は、父の死を機に数十年ぶりに帰郷する。なぜ出自を恥
じ、家族から離反しなければならなかったのか。自伝の形をとりながら、階級社会、
右傾化などについて鋭く考察する。仏独 ベスト＆ロングセラー。

伝記
同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎ 件名◎エリボン, ディディエ エラエ
257p
冊子版 978-4-622-08897-4 2020.05

*1032433694*
専門知は、もういらないのか 無知礼賛と民主主義

社会科学

同時アクセス1 11,220円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
分類◎302.53 件名◎アメリカ合衆国 ニ
社会を蝕む反知性主義とは ? 専門知が蔑ろにされてフェイクがまかり通り、好みの セ 284,16p
情報だけを取り入れてその正誤を顧みない風潮が高まっている現在。何が起きてい 冊子版 978-4-622-08816-5 2019.07

トム・ニコルズ 著
みすず書房

高里ひろ
（たかさと・ひろ）
訳

るのか、放置するとどうなるのか。アメリカの状況を考察する。

*1031274416*
962

ナガサキ 核戦争後の人生

政治

同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎319.8 件名◎原子爆弾－被害 サ
原子雲真下のあの日から、苦難とともに生きのびた戦後まで、当時10代の若者達だっ ナ 449,7p
た長崎被爆者の人生を、聞き書きや医師らの証言などをもとに描く。被爆者の側に 冊子版 978-4-622-08818-9 2019.07

スーザン・サザード著
みすず書房

宇治川康江
（うじがわ・やすえ）
訳

徹底的に寄り添った、アメリカ人女性によるノンフィクション。

*1031274415*
回想のケンブリッジ 政治思想史の方法とバーク、コールリッジ、カ

ント、
トクヴィル、ニューマン
半澤孝麿
（はんざわ・たかまろ）
著
みすず書房

長年第一線で真摯に追究する歴史的な政治思想史。やがてヨーロッパ2千年を貫
く自由意志論思想史へ－。学問的自伝の色合いを帯びた美しい回想記に導かれる
モノグラフ集成。

良き統治 大統領制化する民主主義
ピエール・ロザンヴァロン著
みすず書房

古城毅
（こじょう・たけし）
訳

機能不全を起こしている民主主義。大統領制化する民主主義に展望はあるのか。
権力の中心が立法権から執行権へと移行する統治の歴史を明らかにし、新たな民
主主義の展望をひらく。ロザンヴァロンの民主主義論の総決算。

政治
同時アクセス1 24,750円 + 税
同時アクセス3 37,125円 + 税
分類◎311.23 件名◎政治思想－ヨーロッ
パ ハカ 322,4p
冊子版 978-4-622-08808-0 2019.05

*1030990042*
政治
同時アクセス1 18,150円 + 税
同時アクセス3 27,225円 + 税
分類◎311.7 件名◎民主主義 ロヨ
375,57p
冊子版 978-4-622-08825-7 2020.03

*1031983377*
エクソダス 移民は世界をどう変えつつあるか

経済

同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎334.4 件名◎移民・植民 コエ
〈移民自身〉〈受入国の住民〉〈送出国に残された人々〉という3つの立場にバラン 264,16p
スよく目配りしつつ、移住のグローバルな経済的、社会的、文化的影響を分析する。 冊子版 978-4-622-08833-2 2019.09
ポール・コリアー著
みすず書房

松本裕
（まつもと・ゆう）
訳

*1031434024*
スミス・マルクス・ケインズ よみがえる危機の処方箋

経済

同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎332.06 件名◎資本主義 ヘス
経済危機はなぜ起こるのか。貧富の差はなぜ固定するのか。お金の役割は－。ス 393,11p
ミス「国富論」、マルクス「資本論」、ケインズ「一般理論」のポイントと彼らの 冊子版 978-4-622-08867-7 2020.02
ウルリケ・ヘルマン著
みすず書房

鈴木直
（すずき・ただし）
訳

時代を記述し、逆説に満ちた資本主義というシステムを明らかにする。

*1031873755*
ナチス破壊の経済 1923-1945 上

経済

同時アクセス1 15,840円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎332.34 件名◎ドイツ－経済－歴
ナチスの経済政策は、いかに付け焼き刃に過ぎなかったか。雇用創出、アウトバー 史 トナ 415,62p
ン建設など、ナチ経済政策につきまとう神話の実像を暴きつつ、戦争遂行に向けた、 冊子版 978-4-622-08812-7 2019.08
アダム・トゥーズ 著
みすず書房

山形浩生
（やまがた・ひろお）
訳

外貨確保を中心とした金融経済政策や動員体制の確立を詳述する。

*1031340518*
ナチス破壊の経済 1923-1945 下
アダム・トゥーズ 著
みすず書房

山形浩生
（やまがた・ひろお）
訳

ナチスの経済政策は、いかに付け焼き刃に過ぎなかったか。ホロコーストの経済
的側面の全貌、シュペーアによる軍備の奇跡の実態など、西部戦線の開戦から敗
戦まで、破壊に向かって突き進む総動員経済の終幕を描く。

経済
同時アクセス1 15,840円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎332.34 件名◎ドイツ－経済－歴
史 トナ p417～783 79p
冊子版 978-4-622-08813-4 2019.08

*1031340519*
963

暴落 金融危機は世界をどう変えたのか 上

経済

同時アクセス1 14,850円 + 税
同時アクセス3 22,275円 + 税
分類◎338.9 件名◎国際金融－歴史 ト
グローバル時代初の金融危機について、全世界にわたる危機前史とその破壊的 ボ 370,46p
影響を壮大に描く。上は、サブプライム危機の前史から、リーマンショックをはじめ 冊子版 978-4-622-08874-5 2020.03
アダム・トゥーズ 著
みすず書房

江口泰子
（えぐち・たいこ）
訳

とする金融危機の勃発、オバマ政権による刺激プログラムまでを扱う。

*1031983378*
暴落 金融危機は世界をどう変えたのか 下

経済

同時アクセス1 14,850円 + 税
同時アクセス3 22,275円 + 税
分類◎338.9 件名◎国際金融－歴史 ト
グローバル時代初の金融危機について、全世界にわたる危機前史とその破壊的 ボ p373～757 50p
影響を壮大に描く。下は、ギリシャ経済危機、ソブリン危機の欧州全域への拡大、 冊子版 978-4-622-08875-2 2020.03
アダム・トゥーズ 著
みすず書房

江口泰子
（えぐち・たいこ）
訳

ウクライナ危機、トランプ 大統領の誕生から、2017年までを扱う。

*1031983379*
なぜならそれは言葉にできるから 証言することと正義について
カロリン・エムケ著
みすず書房

浅井晶子
（あさい・しょうこ）
訳

暴力をうけた人はなぜ、
「それ」を言葉にできなくなるのか。ナチスの強制収容所、
ユーゴ 戦争における集団強姦など、極度の非人間的状況から生還した人たちの証
言を紹介し、極限体験が人から言葉を奪う過程を丁寧に考察する。

社会
同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎361.3 件名◎暴力 エナ 245p
冊子版 978-4-622-08853-0 2019.10

*1031533252*
みんなにお金を配ったら

ベーシックインカムは世界でどう議論されているか ?

社会

同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎364 件名◎ ベーシックインカム ロミ
214,27p
インド僻村の農民、シリコンバレーのテクノロジー投資家、ファストフードで働くシ 冊子版 978-4-622-08844-8 2019.10
アニー・ローリー著
みすず書房

上原裕美子
（うえはら・ゆみこ）
訳

ングルマザー、賛否両論の政治家から経済学者まで。多様な人々を取材し、ユ
ニバーサル・ベーシックインカムの可能性と問題点を考察する。

自己責任の時代 その先に構想する、支えあう福祉国家

*1031533247*
社会

同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎364 件名◎福祉国家 モジ
社会の構築と運営という広範で現実的な目的に則して、自己責任論が何を誤り、損 229,48p
なっているのかを精緻に分析。自己責任論が覆い隠してきた福祉国家の本来の目 冊子版 978-4-622-08832-5 2019.11
ヤシャ・モンク著
みすず書房

那須耕介
（なす・こうすけ）
訳

的への顧慮を喚起し、自己責任の時代から離脱するための基盤を示す。

*1031616154*
ハーレム・チルドレンズ・ゾーンの挑戦
貧乏人は教育で抜け出せるのか ?

教育

同時アクセス1 14,850円 + 税
同時アクセス3 22,275円 + 税
分類◎ 件名◎アメリカ合衆国－教育 タハ
321,11p
教育で貧しい子供のたどる軌道を変える－。地域の子供を一人として取りこぼすこと 冊子版 978-4-622-08898-1 2020.05

ポール・タフ著
みすず書房

高山真由美
（たかやま・まゆみ）
訳

のないような、密に編まれたセーフティネットを用意することを目指したNPO の実践を
紹介する。

大学なんか行っても意味はない ? 教育反対の経済学

*1032433698*
教育

同時アクセス1 15,180円 + 税
同時アクセス3 22,770円 + 税
分類◎371.3 件名◎教育経済学 カダ
教育の最大の役割は学生のスキルを伸ばすことではなく、協調性などへのお墨付き 414,104p
を与えることにある－。経済学の概念「シグナリング」をキーワードに、現在の教 冊子版 978-4-622-08819-6 2019.07
ブライアン・カプラン著 月谷真紀
（つきたに・まき）
訳
みすず書房

育システムの問題点を実証データで分析、問題解決への道筋を示す。

*1031274418*
964

さらに不思議なイングリッシュネス 〈英国人のふるまいのルール 2〉

風俗習慣、民俗学、民族学

同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎382.33 件名◎イギリス人 フサ
新居に招かれたら何を言うか。葬儀の席で最適の涙の量は ? 階級という堅固な地 221,9p
盤の上、イギリス人の生息するあらゆる場で、イングリッシュネスの基本的ルール 冊子版 978-4-622-08876-9 2020.01

ケイト・フォックス著
みすず書房

北條文緒
（ほうじょう・ふみお）
訳

がどう発動されるかを徹底検証する。

*1031814478*
人種と歴史 / 人種と文化
クロード・レヴィ=ストロース著
みすず書房

渡辺公三
（わたなべ・こうぞう）
訳

同時代世界と向き合い、文化の多様性を断固擁護。鋭利な論理で人種主義の思
想的根拠を解体する古典的名著「人種と歴史」を第一人者の新訳で収録。文化
の多様性をふたたび断固擁護した「人種と文化」も併収する。

風俗習慣、民俗学、民族学
同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎389.04 件名◎文化人類学 レジ
142p
冊子版 978-4-622-08850-9 2019.10

*1031533248*
中国くいしんぼう辞典
崔岱遠
（さい・たいえん）
著
みすず書房

李楊樺
（り・ようか）
画

中国各地の料理を、「家で食べる」「街角で食べる」「飯店（レストラン）で食べ
る」の3部構成で紹介。南北にわたって関わりあうさまざまな食べ物から人物、店、
故事来歴までを、素朴かつ的確なタッチのイラストとともに綴る。

風俗習慣、民俗学、民族学
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎383.822 件名◎料理
（中国）サチ
365,8p
冊子版 978-4-622-08827-1 2019.10

*1031533249*
フランクフルト学派のナチ・ドイツ秘密レポート
ノイマン著 マルクーゼ著
みすず書房

冷戦構造も見据えたアメリカの戦後世界構想は、いかなるものであったか。第二
次世界大戦中にアメリカの「戦略情報局」の調査・分析部、中欧セクションで、
ノイマン、マルクーゼらが書いた秘密文書を公刊する。

国防、軍事
同時アクセス1 21,450円 + 税
同時アクセス3 32,175円 + 税
分類◎391.634 件名◎アメリカ合衆国戦
略情報部 ■フ 401,39p
冊子版 978-4-622-08857-8 2019.12

*1031670262*
「二つの文化」論争 戦後英国の科学・文学・文化政策

自然科学

同時アクセス1 20,460円 + 税
同時アクセス3 30,690円 + 税
分類◎404 件名◎科学 オフ 289,100p
「文系 / 理系」の区分をはじめ、
「二つの文化」という発想には何が潜んでいるのか。 冊子版 978-4-622-08801-1 2019.06
ガイ・オルトラーノ著
みすず書房

増田珠子
（ますだ・たまこ）
訳

英国の事情に焦点をしぼりながら、C・P・スノーの「二つの文化と科学革命」がも
たらした「論争」の背景に、気鋭の研究者が迫る。

*1031137136*
ズーム・イン・ユニバース

1062倍のスケールをたどる極大から極小への旅

ケイレブ・シャーフ著 ロン・ミラーイラストレーション
みすず書房

宇宙の果てから銀河団やブラックホール、系外惑星を経て地球へ。大地溝帯の生
態系、生物の細胞の炭素原子、陽子の内部へと突き進み…。10の62乗ものスケー
ルを、100点を超えるイラストとインフォグラフィックでたどる。

科学者は、なぜ軍事研究に手を染めてはいけないか

自然科学
同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎404 件名◎科学 シズ 219p
冊子版 978-4-622-08799-1 2019.06

*1031434030*
自然科学

同時アクセス1 11,220円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
分類◎407 件名◎科学技術倫理 イカ
科学者の軍事研究に絞った倫理規範の書。ナチスなどの歴史を考察し、防衛省 252,6p
創設の委託研究制度の詳細から、大学や科学者コミュニティの実際、デュアルユー 冊子版 978-4-622-08814-1 2019.05

池内了
（いけうち・さとる）
著
みすず書房

スのあり方まで、普遍的かつ喫緊のテーマの全体像を記す。

*1030990044*
965

自然は導く 人と世界の関係を変えるナチュラル・ナビゲーション

自然科学

同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎407 件名◎観察 ギシ 279p
GPS のない時代に冒険家たちの尊敬を集め、「ナビゲーターたちのプリンス」とも 冊子版 978-4-622-08836-3 2019.09

ハロルド・ギャティ著
みすず書房

岩崎晋也
（いわさき・しんや）
訳

呼ばれたハロルド・ギャティが遺した、ナチュラル・ナビゲーション入門書。世界中
の自然のしるしの読みとり方と五感の使い方が学べる。

*1031434025*
もうダメかも 死ぬ確率の統計学

数学

同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎417 件名◎数理統計学 ブモ
人生の華奢な1年目のハザードは、地球1周以上の距離をバイクで走るのと同じ－。 366,27p
予防接種、ギャンブル、交通機関、失業などにおけるあらゆる死の確率を「マイク 冊子版 978-4-622-08888-2 2020.04

マイケル・ブラストランド著
みすず書房

デイヴィッド・シュピーゲルハルター著

ロモート」概念で分析。ストーリー形式で解説するリスク大全。

*1032310313*
恐竜の世界史 負け犬が覇者となり、絶滅するまで
スティーブ・ブルサッテ著
みすず書房

黒川耕大
（くろかわ・こうた）
訳

化石を発見した瞬間の喜びや、研究者たちの交流のエピソード、恐竜の視点で描
いた「絶滅の日」…。世界各地で発掘調査を行う若手恐竜学者が、最新の恐竜
研究と恐竜たちの歴史を綴る。

地球科学、地学
同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 17,325円 + 税
分類◎457.87 件名◎恐竜 ブキ
323,31p
冊子版 978-4-622-08824-0 2019.08

*1031340520*
アリストテレス生物学の創造 上
アルマン・マリー・ルロワ著
みすず書房

森夏樹
（もり・なつき）
訳

形態から発生、代謝、分類、老化、情報の継承まで、2400年を経て蘇る、超人
的先駆者の着眼と構想－。アリストテレスの生物学的仕事の全貌を鮮やかに描き
出し、時代を超えて探求され続ける生物学の精髄を読み解く。

生物科学、一般生物学
同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎460 件名◎生物学 ルア 291,63p
冊子版 978-4-622-08834-9 2019.09

*1031434027*
アリストテレス生物学の創造 下

生物科学、一般生物学

同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎460 件名◎生物学 ルア p294～
形態から発生、代謝、分類、老化、情報の継承まで、2400年を経て蘇る、超人 586 35p
的先駆者の着眼と構想－。アリストテレスの生物学的仕事の全貌を鮮やかに描き 冊子版 978-4-622-08835-6 2019.09

アルマン・マリー・ルロワ著
みすず書房

森夏樹
（もり・なつき）
訳

出し、時代を超えて探求され続ける生物学の精髄を読み解く。

*1031434028*
きのこのなぐさめ

植物学

同時アクセス1 11,220円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
分類◎474.85 件名◎きのこ ロキ
喪失の痛みのさなか、社会人類学者の著者はふと参加したきのこ講座で、足下に 311,7p
広がるワンダーランドに出会う。きのこ狩り、愛好家の友情、色・形・匂いの個性、 冊子版 978-4-622-08809-7 2019.08

ロン・リット・ウーン著
みすず書房

枇谷玲子
（ひだに・れいこ）
訳

レシピ…。きのこの不可思議な魅力を通して描く、魂の再生の物語。

*1031340522*
ハンセン病療養所と自治の歴史
松岡弘之
（まつおか・ひろゆき）
著
みすず書房

病者の隔離と排除を目的とした施設は、連帯と解放の拠点たりうるか。近代日本の
ハンセン病療養所に生きた人々の苦難と希望を、外島保養院（現・国立療養所
邑久光明園）と長島愛生園で取り組まれた入所者の自治から迫る。

医学
同時アクセス1 17,820円 + 税
同時アクセス3 26,730円 + 税
分類◎498.6 件名◎ ハンセン病療養所－
歴史 マハ 405p
冊子版 978-4-622-08883-7 2020.02

*1031873754*
966

マクヒュー/スラヴニー現代精神医学

医学

同時アクセス1 23,760円 + 税
同時アクセス3 35,640円 + 税
分類◎493.7 件名◎精神医学 ママ
精神障害・病気をどのように把握し、考えるか。疾患、特質、行動、生活史の4つの「観 376,27p
点」から精神障害の分類と治療の体系化を試みた、臨床と研究のためのベーシッ 冊子版 978-4-622-08689-5 2019.06

ポール・マクヒュー著 フィリップ・スラヴニー著
みすず書房

クテキスト。

*1031137138*
意識と感覚のない世界 実のところ、麻酔科医は何をしているのか
ヘンリー・ジェイ・プリスビロー著
みすず書房

小田嶋由美子
（おだじま・ゆみこ）
訳

メスで身体を切り刻まれているあいだ、痛くないのはなぜなのか ? 手術のあと、何事
もなかったように目を覚ませるのはなぜなのか ? 3万回以上の処置を行ってきた麻酔
科医が、麻酔薬の歴史から麻酔科医の日常までを描く。

医学
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎494.24 件名◎麻酔 プイ 215p
冊子版 978-4-622-08866-0 2019.12

*1031670263*
現実のユートピア フランコ・バザーリア著作集

医学

同時アクセス1 23,760円 + 税
同時アクセス3 35,640円 + 税
分類◎493.7 件名◎精神医学 バゲ
収容主義の精神医療は、患者と治療者、そして患者と社会の関係に何をもたらす 311,39p
のか ? イタリアにおける精神病院廃絶の中心人物となった精神科医フランコ・バザー 冊子版 978-4-622-07760-2 2019.08

フランコ・バザーリア著 フランカ・オンガロ・バザーリア編
みすず書房

リア。その思想の全容がわかる著作集。

*1031340521*
治したくない ひがし町診療所の日々

医学

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎ 件名◎精神医学 サナ 246p
北海道、浦河。そこに精神障害やアルコール依存をかかえる人びとのための小さ 冊子版 978-4-622-08900-1 2020.05

斉藤道雄
（さいとう・みちお）
著
みすず書房

なクリニックがある。医者が出番を減らす時、精神障害をかかえる人びとが主役に
なり、新たな精神医療が始まる。べてるの家のその先へ向かうルポ。

*1032433696*
身体の植民地化 19世紀インドの国家医療と流行病

医学

同時アクセス1 25,080円 + 税
同時アクセス3 37,620円 + 税
分類◎498.0225 件名◎医療－インド ア
19世紀から20世紀初頭にかけて、次々に襲来する天然痘、コレラ、ペスト。大英 シ 320,33p
帝国の支配下、インドで展開する医療政策の分析をとおして、植民地権力と在地 冊子版 978-4-622-08851-6 2019.09

デイヴィッド・アーノルド著
みすず書房

見市雅俊
（みいち・まさとし）
訳

社会との関係性を明らかにする。植民地医療史研究の古典の翻訳。

*1031434029*
人体は流転する 医学書が説明しきれないからだの変化
ギャヴィン・フランシス著
みすず書房

鎌田彷月
（かまだ・ほうげつ）
訳

生きることは、終わりのない身体変容のただなかにいること－。スコットランドの家庭
医フランシスが、患者たちとのエピソードを、歴史や芸術などの知識を織り交ぜて
描く。「人体の冒険者たち」に続く臨床医学的博物誌・第2弾。

医学
同時アクセス1 11,220円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
分類◎491.3 件名◎人体 フジ 276,25p
冊子版 978-4-622-08890-5 2020.04

*1032310314*
脳のネットワーク

医学

同時アクセス1 19,800円 + 税
同時アクセス3 29,700円 + 税
分類◎491.371 件名◎脳 スノ 395p
脳の構造、発生、代謝、進化、心理、病理…。すべては躍動するネットワーク・ 冊子版 978-4-622-08884-4 2020.04

オラフ・スポーンズ 著
みすず書房

下野昌宣
（しもの・まさのり）
訳

ダイナミクスを介して絡み合っている。その網そのものに迫る壮大なプロジェクト「ネッ
トワーク神経科学」の見地へと、第一人者がいざなう。

*1032310312*
967

安藤忠雄建築を生きる

建築学

同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎523.1 件名◎安藤忠雄 ミア
安藤忠雄の生い立ちから現在までを同時代的背景とともにたどりつつ、住宅、商業 320p
施設、教会・寺院、学校・図書館、ミュージアム・劇場ほか種々の建築作品と環境・ 冊子版 978-4-622-08869-1 2019.12

三宅理一
（みやけ・りいち）
著
みすず書房

文化プロジェクトを精緻に読みとく。

*1031670267*
建築の東京

建築学

同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎523.1361 件名◎建築－日本 イ
平成から令和へ。オリンピックを前に東京はいかに変貌したか ? 近過去に登場した ケ 228p
建築 = 景観、丹下健三・岡本太郎以後の建築家・アーティスト双方による東京計画・ 冊子版 978-4-622-08895-0 2020.04

五十嵐太郎
（いがらし・たろう）
著
みすず書房

未来都市の系譜、メディアのなかの東京について検証する。

*1032310316*
刃物たるべく 職人の昭和
土田昇
（つちだ・のぼる）
著
みすず書房

昭和から平成は、通り過ぎてきた時代は、手でものを作る人々に何を残したのか。
驚異的な技術と視線の清明さを持ちつつ、無名性の中にただ生きた職人たちの姿
を描く。

製造工業
同時アクセス1 14,850円 + 税
同時アクセス3 22,275円 + 税
分類◎583.8 件名◎大工道具 ツハ
303p
冊子版 978-4-622-08892-9 2020.04

*1032310315*
牛疫 兵器化され、根絶されたウイルス

畜産業

同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎ 件名◎家畜伝染病 マギ 269,57p
そのウイルスを制御する力を得たとき、ある人々は根絶を夢想し連帯を訴え、ある人々 冊子版 978-4-622-08887-5 2020.05
アマンダ・ケイ・マクヴェティ著
みすず書房

山内一也
（やまのうち・かずや）
訳

はそれを兵器に変えた－。人類が根絶に成功した2種のウイルスのうちの1つ、牛
疫との150年にわたる戦いの物語。

*1032433697*
漁業と国境

水産業

同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎664.11 件名◎漁場 ハギ 375p
北方水域、日本海、東シナ海、南洋…。国境水域には各国の覇権争いが表出する。 冊子版 978-4-622-08870-7 2020.01

濱田武士
（はまだ・たけし）
著
みすず書房

佐々木貴文
（ささき・たかふみ）
著

日本漁業は弱体化し、近海は外国漁船に取り囲まれている。「漁業と国境」の過
去から現在を綴り、国境水域の漁業の未来を考える。

*1031814477*
政治的イコノグラフィーについて

芸術、美術

同時アクセス1 15,840円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎704 件名◎図像学 ギセ 247,8p
神聖さを利用する世俗画、戦争ポスター、ピカソの「ゲルニカ」 …。イメージに 冊子版 978-4-622-08815-8 2019.06

カルロ・ギンズブルグ著
みすず書房

上村忠男
（うえむら・ただお）
訳

は権力を発揮する仕掛けが隠されている。政治的イコノグラフィー、すなわち図像
の発揮する政治的効果をめぐる5本の論考を収録する。

*1031137137*
オーケストラ 知りたかったことのすべて

音楽

同時アクセス1 19,800円 + 税
同時アクセス3 29,700円 + 税
分類◎764.3 件名◎管弦楽 メオ
この小さな会社〈オーケストラ〉はどのように組織されているのか。基本的問題から 541,55p
ちょっと気になる小事まで、楽団員と指揮者のあらゆる情報を満載。主要オーケスト 冊子版 978-4-622-08877-6 2020.02
クリスチャン・メルラン著
みすず書房

藤本優子
（ふじもと・ゆうこ）
訳

ラ略歴、世界の主要400オーケストラ国別一覧等も収録。

*1031873756*
968

真実なる女性クララ・シューマン

音楽

同時アクセス1 17,160円 + 税
同時アクセス3 25,740円 + 税
分類◎762.34 件名◎シューマン,クラーラ・
2019年に生誕200年を迎えたクララ・シューマン。天才少女として楽界にあらわれ、 ヨゼフィン ハシシ 304,9p
ロマン派の時代を織りなした彼女の生涯を、書簡や日記、家族の回想記をもとに綴 冊子版 978-4-622-08826-4 2019.08
原田光子
（はらだ・みつこ）
著
みすず書房

る。作品リスト、人名索引も収録。

*1031340523*
映画と黙示録

演劇

同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎778.2 件名◎映画 オエ 309,22p
私たちは〈世界の終わり〉を見たいのだろうか ? ホラー、パニック、アクション、戦争、 冊子版 978-4-622-08873-8 2019.12

岡田温司
（おかだ・あつし）
著
みすず書房

SF、ミステリー、フィルム・ノワール…。約250作を取り上げ、映画の想像力が挑
む多様な解釈に、映像の可能性と限界を読み解く。

*1031670266*
学問としての翻訳 『季刊翻訳』
『 翻訳の世界』
とその時代
佐藤 =ロスベアグ・ナナ 著
みすず書房

忘れられた専門誌『季刊翻訳』、次いで思想界にひときわ輝きを放った『翻訳の世
界』。2誌の翻訳言説を追い、ポストモダンの知的地層を再発見。翻訳家・編集
者9人にもインタビュー。1970～90年代の光景を甦らせる。

言語
同時アクセス1 14,850円 + 税
同時アクセス3 22,275円 + 税
分類◎ 件名◎翻訳－歴史 サガ 205,11p
冊子版 978-4-622-08899-8 2020.04

*1032433695*
74歳の日記

英米文学

同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎935.7 サナ 329p
73歳の冬に脳梗塞を起こし、気づいたことがあった。「健康な人には分からないこと 冊子版 978-4-622-08852-3 2019.10

メイ・サートン著
みすず書房

幾島幸子
（いくしま・さちこ）
訳

がある」と－。どんなときにも人生の探検者でありつづける詩人で小説家のサートンが、
ふたたび元気になるまでを綴った日記。

*1031533251*
破滅者
トーマス・ベルンハルト著
みすず書房

ドイツ文学
岩下眞好
（いわした・まさよし）
訳

グレン・グールドおよび、グールドが「破滅者」と呼んだヴェルトハイマーを主人公
にした表題作ほか、実名の音楽家や芸術家を織り交ぜながら、著者の回想の形式
で進行する小説全2作品を収録。

同時アクセス1 18,150円 + 税
同時アクセス3 27,225円 + 税
分類◎943.7 ベハ 385p
冊子版 978-4-622-08846-2 2019.11

*1031616152*
ボードレールの自己演出 『悪の花』における女と彫刻と自意識

フランス文学

同時アクセス1 31,350円 + 税
同時アクセス3 47,025円 + 税
分類◎951.6 件名◎悪の華 オボボ
青年は愛する女を彫刻化することによって詩人になった－。近代フランスを代表する 497,24p
詩人・美術批評家ボードレール。詩集「悪の花」 各版の詩篇と異同を丁寧に読 冊子版 978-4-622-08858-5 2019.11

小倉康寛
（おぐら・やすひろ）
著
みすず書房

み込み、「近代人の成長の物語」を演出した詩人像を析出する。

*1031616153*
結ばれたロープ

フランス文学

同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎953.7 フム 392p
畜産や農業や林業で生計をたてながらも、山への情熱にかりたてられる若者たちが、 冊子版 978-4-622-08881-3 2020.02

ロジェ・フリゾン=ロッシュ著
みすず書房

石川美子
（いしかわ・よしこ）
訳

困難や障害をのりこえて生きてゆく。すぐれた高山ガイドである著者が、卓越した描
写力と山への愛によって作り上げた小説。

*1031873757*
969

三輪書店
はじめてでも簡単 !3Dプリンタで自助具を作ろう

社会

同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎369.18 件名◎福祉機器 ■ ハ
初めて3Dプリンタに触れる人でも作れる! 3Dプリンタやアプリを利用して初心者で 114p
も簡単に自助具を作る方法を紹介。製作に必要な道具やアプリケーション、簡単な 冊子版 978-4-89590-666-1 2019.08
田中浩也
（たなか・ひろや）
監修
三輪書店

林園子
（はやし・そのこ）
編集

モデリング方法、素材の選び方等も説明する。用語解説付き。

*1031959596*
当事者に聞く自立生活という暮らしのかたち

社会

河本のぞみ
（かわもと・のぞみ）
著
三輪書店

「できない」 部分は介助者にやってもらうという自立のかたち。「自立生活」は簡単
なことではないが、可能なのだ。重度障害の当事者たちが、医療・福祉施設を出
て切り拓いた、地域の暮らしを紹介する。

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎369.27 件名◎障害者福祉 カト
318p
冊子版 978-4-89590-688-3 2020.03

*1031959604*
PT・OT のための画像評価に基づく疾患別ケーススタディ
奈良勲
（なら・いさお）
監修
三輪書店

淺井仁
（あさい・ひとし）
編集

理学療法士・作業療法士が、担当症例の画像情報を的確に理解し、臨床判断す
るための概説書。臨床で数多く遭遇する疾患別ケーススタディを画像所見に基づ
いて解説。各病期における理学療法・作業療法経過も併記する。

医学
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎492.1 件名◎画像診断法 ■ピ
172p
冊子版 978-4-89590-678-4 2019.11

*1031959603*
パーキンソン病はこうすれば変わる! 続

医学

病気の理解とパーキンソン・ダンス

橋本弘子
（はしもと・ひろこ）
編著
三輪書店

高畑進一
（たかばたけ・しんいち）
著

パーキンソン病とリハビリについてわかりやすく解説し、患者の認知機能障害の改
善に有効なダンスを、DVD の映像とともに紹介する。軽度 パーキンソン徴候の説
明や、新しいダンスを追加した続編。日常生活動作チェック表付き。

はじめよう! おうちでできる子どものリハビリテーション＆やさ
しいケア
小さく生まれた子どもや重い障がいのある子どもの在宅支援のために

田村正徳
（たむら・まさのり）
監修
三輪書店

前田浩利
（まえだ・ひろとし）
監修

同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎493.74 件名◎パーキンソン病 ■
パ 106p
冊子版 978-4-89590-650-0 2019.04

*1031959591*
医学
同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎493.9 件名◎小児科学 ■ ハ
307p
冊子版 978-4-89590-667-8 2019.09

小児在宅支援の幅広い知識が身につく入門書。小さく生まれた子どもと重い障がい
のある子どもを主な対象として、リハビリテーションの技術、基礎的な医学知識、子
どもに関わる法律・制度などをイラストとともに平易に解説する。

ぶどう膜炎診療のストラテジー 症例から学ぼう

*1031959597*
医学

同時アクセス1 26,400円 + 税
同時アクセス3 39,600円 + 税
分類◎ 件名◎ぶどう膜炎 ■ブ 288p
日常臨床におけるぶどう膜炎症例を通じて、エキスパートがどのように考え、対応し 冊子版 978-4-89590-690-6 2020.04
竹内大
（たけうち・まさる）
責任編集
三輪書店

毛塚剛司
（けずか・たけし）
編集

たかを経時的に示す。的確な診断を導く重要なポイント、エキスパートの思考の流
れを詳細に解説し、最適な治療法と具体的な処方例を提示。

*1031959606*
プライム脳神経外科

外科治療の最前線 !エキスパートのテクニカルノート 5

頭蓋底腫瘍

医学

同時アクセス1 30,800円 + 税
同時アクセス3 46,200円 + 税
分類◎494.627 件名◎脳神経外科 ■
プ 321p
脳神経外科疾患の治療・手術テクニック集。5は、頭蓋底腫瘍を取り上げ、治療 冊子版 978-4-89590-591-6 2020.04

木内博之
（きのうち・ひろゆき）
監修
三輪書店

斉藤延人
（さいとう・のぶひと）
監修

に必要な戦略、アプローチ、手術手技を実際の臨床の場でイメージできるよう、イ
ラストを多用してビジュアルに解説する。

970

*1031959589*

ポイントマスター!ロービジョンケア外来ノート

医学

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎496.41 件名◎弱視 ■ポ 226p
本当に“ 使える”ロービジョンケアのノウハウだけを掲載したテキスト。長年実務を 冊子版 978-4-89590-654-8 2019.04

神戸アイセンター病院編
三輪書店

担当してきた著者がこれまでに蓄積してきた「現場の課題を乗り越えるTips」を紹
介する。サンキューカードつき。

*1031959592*
リハビリPT・OT・ST・Dr. のための脳画像の新しい勉強本
国家試験にも臨床にも役立つ !

粳間剛
（うるま・ごう）
著
三輪書店

リハビリに関わる機能障害の種類ごとに脳画像を学べる書。CT・MRIだけでなく、
各種の脳機能画像、拡散テンソルTractographyなどの最新の脳画像まで網羅。
画像のダウンロードQRコード付き。

リハビリテーション効果を最大限に引き出すコツ
応用行動分析で運動療法とADL 訓練は変わる 第3版

医学
同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎493.73 件名◎脳－疾患 ウリ
297p
冊子版 978-4-89590-672-2 2019.11

*1031959600*
医学

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎494.78 件名◎リハビリテーション
■リ 281p
運動療法や日常生活動作（ADL）訓練の効果は行動分析的視点を加えることによっ 冊子版 978-4-89590-663-0 2019.06

山崎裕司
（やまさき・ひろし）
編集
三輪書店

山本淳一
（やまもと・じゅんいち）
編集

て最大限に引き出される。対象者に適切な行動を学習させ、適切な行動を生じさせ、
それを維持させるための具体的方法を解説する。

眼科検査 LvUPエッセンス

*1031959595*
医学

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎496.2 件名◎眼－検査法 ヒガ
これから眼科検査を学ぶ若手眼科医や、視能訓練士などを対象として、エッセンス 151p
を効率よく学べるよう解説する。よく経験する疾患ごとに必要な検査を示し、検査を 冊子版 978-4-89590-689-0 2020.04
平塚義宗
（ひらつか・よしむね）
著
三輪書店

廣瀬祐子
（ひろせ・ゆうこ）
著

行うときの注意点・ポイントに焦点を当てた現場重視の実践書。

*1031959605*
肩関節疾患の評価と施術アプローチ

ジェフ・マリーのオーストラリアン徒手療法
ジェフ・マリー著
三輪書店

森田あずさ
（もりた・あずさ）
訳

肩関節疾患における問題点を見つけ効果的なアプローチを選択するために役立つ
90秒ルールを紹介。効果を導く評価法と多彩な施術技術を解説する。Web 動画
が視聴できるQRコード、スクラッチ式のパスワード付き。

小児の近視 診断と治療

医学
同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎494.77 件名◎肩－疾患 マカ
84p
冊子版 978-4-89590-657-9 2019.07

*1031959593*
医学

同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎496.42 件名◎近視 ■シ 259p
小児の近視の疫学・定義・診断基準、視力・屈折検査の実際、眼鏡処方の方法、 冊子版 978-4-89590-673-9 2019.09

日本近視学会編集 日本小児眼科学会編集
三輪書店

近視進行抑制の治療法などを、写真や図表を交えてわかりやすく解説。Q＆Aも掲
載。

*1031959601*
発達障害の作業療法 基礎編 第3版

医学

同時アクセス1 8,360円 + 税
同時アクセス3 12,540円 + 税
分類◎493.937 件名◎発達障害 ■ ハ
臨床に向けた実践学としての発達障害を学ぶすべての学生と臨床作業療法士のた 355p
めのテキスト。基礎編は、子育ての援助としての作業療法、発達障害の作業療 冊子版 978-4-89590-670-8 2019.11
岩崎清隆
（いわさき・きよたか）
著
三輪書店

鴨下賢一
（かもした・けんいち）
著

法の基礎となる知識や手段などを解説する。切り取り式「発達の筒」付き。

*1031959598*
971

発達障害の作業療法 実践編 第3版

医学

同時アクセス1 8,360円 + 税
同時アクセス3 12,540円 + 税
分類◎493.937 件名◎発達障害 ■ ハ
臨床に向けた実践学としての発達障害を学ぶすべての学生と臨床作業療法士のた 297p
めのテキスト。実践編は、作業療法における評価・治療、生活の自立の支援、 冊子版 978-4-89590-671-5 2019.11
岩崎清隆
（いわさき・きよたか）
著
三輪書店

岸本光夫
（きしもと・みつお）
著

問題行動の理解とその対処などを解説する。

*1031959599*
力学で読み解くからだの動き

動作理解のための基礎 バイオメカニクス

医学

同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
関屋昇
（せきや・のぼる）
編著 佐藤満
（さとう・みつる）
著
分類◎491.367 件名◎バイオメカニクス
三輪書店
セリ 301p
ヒトが様々な姿勢や動作をする時に身体の内外で生じている現象を力学的に理解す 冊子版 978-4-89590-658-6 2019.05

るための入門書。「力とはなにか」から、力を含めない運動解析法、多関節運動
の動力学まで、数式や図を用いて、段階的に丁寧に解説する。

老年期の作業療法 改訂第3版

*1031959594*
医学

同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎493.185 件名◎老年医学 アロ
老年期作業療法のアウトラインを豊富な事例をあげながら解説した、作業療法士 246p
養成教育のテキスト。日本社会や作業療法における変化を踏まえて全面的に書き 冊子版 978-4-89590-638-8 2018.08

浅海奈津美
（あさみ・なつみ）
著
三輪書店

守口恭子
（もりぐち・きょうこ）
著

直し、老年期の作業療法の基本的枠組みを提示した改訂第3版。

*1031959590*
みんなよくなれ鳥獣りは

日本文学

同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎916 件名◎脳血管障害－闘病記
脳出血を発症後、入院し、病院でのリハビリテーションを経験した著者が、リハビ ムミ 71p
リを頑張る人たちの姿を、鳥獣戯画のように鳥やカエルなどに見立てて描く。ぬりえ、 冊子版 978-4-89590-676-0 2019.10
村越正明
（むらこし・まさあき）
文・画
三輪書店

コピーして折ると箱になる折り紙絵付き。

*1031959602*

972

明誠書林
忙しい人のための公認心理師試験対策問題集 上巻
青山有希
（あおやま・ゆき）
編著
明誠書林

喜田智也
（きた・ともや）
編著

最短で合格できる、効率重視の問題集！正答するためのテクニックが満載！

心理学
同時アクセス1 3,850円 + 税
同時アクセス3 5,500円 + 税
分類◎ S146.89 件名◎公認心理師 ■
イ 249p
冊子版 978-4-909942-02-9 2019.10

*1031224166*
忙しい人のための公認心理師試験対策問題集 下巻
青山有希
（あおやま・ゆき）
編著
明誠書林

喜田智也
（きた・ともや）
編著

最短で合格できる、効率重視の問題集！正答するためのテクニックが満載！

心理学
同時アクセス1 3,850円 + 税
同時アクセス3 5,500円 + 税
分類◎ S146.89 件名◎公認心理師 ■
イ 233p
冊子版 978-4-909942-03-6 2019.10

*1031224167*
正宗白鳥考

日本文学

同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 11,440円 + 税
分類◎910.268 件名◎正宗白鳥 サママ
子供時代より大病を患い死の恐怖と直面した著者は、死の恐怖に怯えて過ごした 406p
正宗白鳥の作品に共感した。研究当初より主軸に据えてきた正宗白鳥論の集大成。 冊子版 978-4-909942-06-7 2019.09
佐々木雅發
（ささき・まさのぶ）
著
明誠書林

DL不可 EPUB

*1030988278*

973

メヂカルフレンド社
いまどきナースのこころサポート

医学

看護管理者が行う職場のメンタルヘルスサポート

武用百子
（ぶよう・ももこ）
編著
メヂカルフレンド社

「暴力を振るわれて病室に行けない」「点滴の滴下数が計算できない」「元気なの
に出勤できない」。看護管理者に向けて、看護師のメンタルをサポートするための
介入方法を具体的に示す。ポジティブ心理学の活用法も紹介。

グループ動機づけ面接 回復への意欲を引き出す! 高める!

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎492.983 件名◎看護管理 ブイ
195p
冊子版 978-4-8392-1649-8 2019.12

*1032464450*
医学

同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 14,300円 + 税
分類◎493.72 件名◎精神療法 イグ
医療スタッフが身につけたいグループ 動機づけ面接について、誰もが無理なく基礎 124p
から学べる入門書。依存症治療、生活習慣改善など、クライアント・患者が自ら 冊子版 978-4-8392-1650-4 2020.01

磯村毅
（いそむら・たけし）
著
メヂカルフレンド社

関口慎治
（せきぐち・しんじ）
著

行動変容に向かうための面談法を伝授する。

*1032464449*
クレーム対応に困らないナースの「謝罪力」
「 交渉術」
対人関係力を高める7つのレッスン

廣田早恵美
（ひろた・さえみ）
著
メヂカルフレンド社

医療現場でみられるクレーマー事例を詳述し、クレーム対応に必要な「謝罪力」や、
クレーマーとの対話に使える「交渉術」について解説。ほか、セルフマネジメント
とコミュニケーショントレーニングも紹介する。

ナースが行う入退院支援

患者・家族の “その人らしく生きる”を支えるために

“その人らしく生きる”を支える入退院支援を行うためのテキスト。患者・家族への
意思決定支援や、退院後の生活に向けた支援、社会資源の活用、困難さを抱え
る患者に対する入退院支援の特徴と成功事例などを解説する。

はじめてのフィジカルアセスメント 看護を学ぶすべてのひとが身
第2版

横山美樹
（よこやま・みき）
著
メヂカルフレンド社

初めてフィジカルアセスメントを学ぶ看護学生に向けて、アセスメントに必要な身
体の仕組みと働き、フィジカルイグザミネーションの手技を、写真＆イラストで解説。
動画を見たり、呼吸音・心音を聴いたりできるQRコード付き。

はじめての看取りケア

病棟・在宅・救急外来・災害現場のケアと支援

山崎智子
（やまざき・ともこ）
編著
メヂカルフレンド社

佐々木吉子
（ささき・よしこ）
編著

はじめて死と向き合いケアするナースに、病院での看取りの基本から、在宅で本人
や家族の希望に沿った最期を過ごすための支援、救急外来と災害現場という、死
を想定していない状況で突然迎える看取りの特徴とケアまで解説する。

一般病棟の認知症高齢者ケア
田中久美
（たなか・くみ）
編集
メヂカルフレンド社

同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎ 件名◎看護管理 ヒク 125p
冊子版 978-4-8392-1653-5 2020.04

*1032464447*
医学

藤澤まこと
（ふじさわ・まこと）
編著
メヂカルフレンド社

につけたいフィジカルイグザミネーションの知識と技術

医学

一般病棟で働く看護師に向けて、認知症高齢者の基礎知識や、入院中の認知症
高齢者への対応、退院後の生活を見据えた支援と連携について解説する。事例
でみる、認知症高齢者へのかかわりの実際も掲載。

同時アクセス1 6,380円 + 税
同時アクセス3 15,950円 + 税
分類◎ 件名◎看護学 フナ 233p
冊子版 978-4-8392-1660-3 2020.06

*1032464445*
医学
同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 15,400円 + 税
分類◎492.913 件名◎看護学 ヨハ
229p
冊子版 978-4-8392-1648-1 2019.11

*1032464444*
医学
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 13,750円 + 税
分類◎ 件名◎看護学 ■ ハ 182p
冊子版 978-4-8392-1661-0 2020.06

*1032464443*
医学
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎ 件名◎老年看護 ■イ 223p
冊子版 978-4-8392-1654-2 2020.04

*1032464446*
974

看護学生のための重要疾患ドリル 授業・実習・国試に役立つ !
2020

フラピエかおり編著
メヂカルフレンド社

・看護学生が学んでおきたい85の疾患をドリル化！ ・ふだんの授業や実習から国
試対策までずっと使える
！ ・疾患の理解に必要な解剖生理もしっかり学習できる
！

医学
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎492.9 件名◎看護学 フカ 175p
冊子版 978-4-8392-1647-4 2019.09

*1032464451*
看護教員必携資料集 第4版
田村やよひ
（たむら・やよい）
編集
メヂカルフレンド社

山田百合子
（やまだ・ゆりこ）
編集

看護教育者が日々の教育活動や学校運営に活用できるよう、法令や看護教育関連
の検討会報告書などをコンパクトにまとめる。新カリキュラム関連資料や「大学院
設置基準（抄）」「看護実習ガイドライン」等も収録。

医学
同時アクセス1 14,080円 + 税
同時アクセス3 35,200円 + 税
分類◎ 件名◎看護教育 ■カ 292p
冊子版 978-4-8392-1662-7 2020.07

*1032464441*
看護師のための「困難を乗り越える力」

自分を思いやる8つのレッスン
秋山美紀
（あきやま・みき）
著
メヂカルフレンド社

主にポジティブ心理学の技法を使って、看護師の心のセルフケアの方法を伝える。
自分の思い込みに気づき、ありのままの自分を受け止め、自分に思いやりを持つため
の技法を紹介。書き込み式のワークも収録。

看護師長のための病棟経営超入門

経営・財務指標の見方・使い方
工藤潤
（くどう・じゅん）
編集
メヂカルフレンド社

看護管理者必須の経営指標、病棟経営の質を向上させる財務諸表の読み方、多
職種から求められている看護のポイント、チーム医療体制構築のコツなどをわかり
やすく紹介。病棟のデータを導き出せるワークシート付き。

医学
同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 12,100円 + 税
分類◎ 件名◎看護師 アカ 119p
冊子版 978-4-8392-1655-9 2020.06

*1032464442*
医学
同時アクセス1 6,380円 + 税
同時アクセス3 15,950円 + 税
分類◎492.983 件名◎看護管理 ■カ
222p
冊子版 978-4-8392-1651-1 2020.03

*1032464448*

975

メディカ出版
医療と介護の事業マネジメント 持続可能な制度と経営を実現する
青木正人
（あおき・まさと）
編
メディカ出版

医療・介護のアウトカムは、患者・利用者が本当に望んでいる生活が実現したか
どうかにある。マネジメントから見る医療・介護の未来、生産性向上に資する革新
的現場レポートなど、最新の知見と実践を紹介する。

社会
同時アクセス1 8,525円 + 税
同時アクセス3 11,275円 + 税
分類◎498.163 件名◎病院経営 ■イ
143p
冊子版 978-4-8404-6845-9 2019.11

*1031274477*
地域包括ケアサクセスガイド

「住み慣れた地域で自分らしい暮らし」
を実現する 新版
岩名礼介
（いわな・れいすけ）
編著
メディカ出版

田中滋
（たなか・しげる）
監修

地域包括ケアシステムに関わる人に向けた入門書。行政目線からみた地域包括
ケアシステムを概観し、その目指す姿や課題を整理し、取り組みの骨格を制度面
から解説。さらに、具体的な取り組みへのヒントも紹介する。

医学・理工・自然科学系研究者のための英語論文ラクラク・
アクセプト 年間100本の査読者目線でわかる! 採択に導く16の秘訣
北風政史
（きたかぜ・まさふみ）
著
メディカ出版

医学・理工・自然科学系研究者に向けて、英語論文の書き方とともに、英語論文
をアクセプトに導くための秘訣を伝授する。査読者の心を動かす決め手の文例・
用語例も豊富に掲載。

「やりたいこと」
がすぐできる! 人工呼吸器つかいこなしクイッ
クリファレンスブック 忙しい現場のための人工呼吸管理入門書
横山俊樹
（よこやま・としき）
編著
メディカ出版

春田良雄
（はるた・よしお）
編著

換気設定で必ず使う機能、患者の呼吸をもっと快適にするための使いこなし術…。
調べたいことや興味のあるテーマを簡単に検索できる人工呼吸管理の本。現場の
質問に答えるコラム、人工呼吸管理・ケアで役立つ早見表等も収録。

「超入門」眼科手術基本術式51
WEB 動画とシェーマでまるごと理解

日下俊次
（くさか・しゅんじ）
監修
メディカ出版

改訂版

江口洋
（えぐち・ひろし）
編集

眼科手術全般について効率良く、短時間でその概要や要点を学べる入門書。眼
科手術を学ぶうえで押さえておきたい51の術式を、豊富な写真やシェーマを交えて
解説する。WEB 動画が見られるスクラッチ式のロック解除キー付き。

Dr.イワケンのねころんで読める研修医指導

すべての指導者のためのイワケン流医学教育入門書
岩田健太郎
（いわた・けんたろう）
著
メディカ出版

研修医指導の目的は? 何をどう教えればいい? 問題が起きたとき、どうする? 数多く
の医療者を鍛え上げてきた著者だから語れる、教育実践のヒケツが満載。ブログ『楽
園はこちら側』の連載をもとに加筆・再構成。

Dr. 長尾のたのしイイ呼吸ケア Q＆A100

酸素・血ガス・ドレナージ…現場 ナースのギモンに答えます!

社会
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 8,800円 + 税
分類◎369.26 件名◎地域包括ケア イチ
199p
冊子版 978-4-8404-7192-3 2020.03

*1031533319*
自然科学
同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 14,080円 + 税
分類◎407 件名◎科学論文 キイ 153p
冊子版 978-4-8404-7221-0 2020.03

*1031670359*
医学
同時アクセス1 17,600円 + 税
同時アクセス3 23,100円 + 税
分類◎ 件名◎人工呼吸器 ■ヤ 327p
冊子版 978-4-8404-7096-4 2020.08

*1032310398*
医学
同時アクセス1 51,150円 + 税
同時アクセス3 67,650円 + 税
分類◎ 件名◎眼科学 ■チ 302p
冊子版 978-4-8404-7194-7 2020.08

*1032433801*
医学
同時アクセス1 10,890円 + 税
同時アクセス3 14,520円 + 税
分類◎490.7 件名◎医学教育 イド 162p
冊子版 978-4-8404-6920-3 2019.09

*1031434072*
医学

同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 11,440円 + 税
分類◎492.926 件名◎看護学 ナド
147p
低酸素血症、血ガス、酸素投与療法・ハイフローセラピー、気胸・胸水、気腔ド 冊子版 978-4-8404-7220-3 2020.04

長尾大志
（ながお・たいし）
著
メディカ出版

レナージの基礎知識をイラストとともにわかりやすく解説し、ナースのギモンに答え
るQ＆Aを掲載する。『呼吸器ケア』特集記事をもとに単行本化。

976

*1031616212*

ICTから現場へ ! 感染対策のよい伝え方・普通の伝え方・悪
い伝え方 あなたの熱意を現場のやる気につなげよう!
森澤雄司
（もりさわ・ゆうじ）
編著
メディカ出版

新型コロナウイルス対策と日常の感染対策について、現場スタッフへの「正しい
知識の効果的な伝え方」を挙げながら、使える指導ツールとともに徹底的に解説す
る。データのダウンロード用ロック解除キーも掲載。

ICUに配属ですか?! すごく大事なことだけギュッとまとめて教えます!

医学
同時アクセス1 13,640円 + 税
同時アクセス3 18,040円 + 税
分類◎ 件名◎感染症対策 モア 244p
冊子版 978-4-8404-7027-8 2020.08

*1032310397*
医学

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎492.916 件名◎看護学 ■ア
ICU へ配属となった看護師に向けて、ICU での看護を実践していくうえで必要な患 125p
者の疾患や病態の理解、その治療や観察のポイントを、図表や写真、イラストを 冊子版 978-4-8404-6929-6 2019.11

市場晋吾
（いちば・しんご）
監修
メディカ出版

交えてわかりやすく解説する。ICU でよく聞く略語も掲載。

*1031274479*
きほんの新生児疾患21 病態・ケアマップでわかる!

〈with NEO 別冊 るるNEO〉

医学

同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎492.925 件名◎小児看護 タキ
179p
新人ナースが関わることの多い21の新生児疾患について、「病態・ケアマップ」を 冊子版 978-4-8404-7203-6 2020.04

高橋大二郎
（たかはし・だいじろう）
編著
メディカ出版

中心に、原因から病態生理、把握するための症状や臨床検査、治療方針などを
解説する。先輩ナースからのメッセージも収録。

クリニカルラダー＆マネジメントラダー ラダー作成・運用・評
価「最強」マニュアル 人が育つ ! 組織が変わる!

*1031670360*
医学

同時アクセス1 9,548円 + 税
同時アクセス3 12,628円 + 税
加藤由美
（かとう・ゆみ）
編著
分類◎492.984 件名◎看護管理 カク
メディカ出版
175p
「クリニカルラダー」
「マネジメントラダー」についての基本的な考え方と、組織に合っ 冊子版 978-4-8404-6790-2 2019.11

たラダーを構築するための開発事例、評価までの活用事例を紹介する。『ナーシン
グビジネス』掲載を加筆し書籍化。

ケアが身につく!ストーマ用語らくわかり事典
実践力 UP! の146ワード

*1031274473*
医学

同時アクセス1 13,640円 + 税
同時アクセス3 18,040円 + 税
分類◎492.926 件名◎看護学 ■ケ
221p
日常よく使っている、知っているようで知らない、ストーマ関連の用語の意味を、ケア 冊子版 978-4-8404-6720-9 2019.10
西口幸雄
（にしぐち・ゆきお）
監修
メディカ出版

奥田典代
（おくだ・みちよ）
編集

のポイントなど臨床に役立つ知識とともに紹介。間違えやすい用語や、患者さんへ
の言い換え方、イレギュラー対応力 UP のポイントなども掲載。

こどもの心臓病と手術 患者説明にそのまま使える 改訂2版
立石実
（たていし・みのり）
著
メディカ出版

小出昌秋
（こいで・まさあき）
監修

「心臓手術が必要」と言われたこどもの家族の不安を少しでも和らげるために、先
天性心疾患の基本から、手術で大切なこと、入院から退院までの流れ、手術が終
わって大人になるまでを、イラストとともにわかりやすく解説する。

*1031274474*
医学
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 11,440円 + 税
分類◎ 件名◎小児外科 タコ 124p
冊子版 978-4-8404-7251-7 2020.08
DL不可

*1032310396*
タスク・シフト/シェアが成功する! パス活用術

多職種での運用とパス分析・改定・アウトカム評価がわかる

医学

同時アクセス1 9,548円 + 税
同時アクセス3 12,628円 + 税
分類◎492.912 件名◎看護記録 ■タ
157p
疾患別につくる診療プログラム「パス」。パスの基本を押さえるとともに、パスの分析・ 冊子版 978-4-8404-7123-7 2020.03

大久保清子
（おおくぼ・きよこ）
編著
メディカ出版

坂本すが
（さかもと・すが）
編著

改定・アウトカム評価を行うことができるよう、その仕組みと運用を解説する。パス
活用の成功事例も収録。

*1031533318*
977

とことんわかる血糖値

血糖コントロールの改善・安定化のコツとポイントにつながる19症例

福井道明
（ふくい・みちあき）
監修
メディカ出版

水野美華
（みずの・みか）
編集

糖尿病治療の基本は良好な血糖コントロールの維持。高血糖・低血糖が全身に
与える影響や糖尿病治療が血糖値に与える影響を解説。それを踏まえて、さまざま
な背景の症例で、血糖コントロールのコツやポイントを読み解く。

ナースがわかる認知関連行動アセスメント
〈CBA〉超実践
活用法 高次脳機能障害患者さんの普段の様子を観察して、6つの
視点で重症度を評価しよう!

森田秋子
（もりた・あきこ）
監修
メディカ出版

医学
同時アクセス1 13,640円 + 税
同時アクセス3 18,040円 + 税
分類◎ 件名◎糖尿病 ■ト 238p
冊子版 978-4-8404-7110-7 2020.09

*1032433795*
医学
同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎492.926 件名◎看護学 ■ナ
181p
冊子版 978-4-8404-7205-0 2020.03

リハビリテーションやケアで多職種が連携して患者に適切に関わるためのツール「認
知関連行動アセスメント（CBA）」の活用法を紹介。高次脳機能障害や ADLと
認知機能の関係なども解説し、Q＆Aも収録する。

ねころんで読める医療統計 Dr. 浅井の本当にやさしい

*1031616213*
医学

同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 11,440円 + 税
分類◎ 件名◎医学統計 アネ 175p
看護研究や医学研究に必要な統計用語や考え方の基本を身近な例でわかりやすく 冊子版 978-4-8404-7265-4 2020.09

浅井隆
（あさい・たかし）
著
メディカ出版

解説。数多くある統計法のなかから、自分の研究内容にあわせた統計が選択でき
るようになる。各章に練習問題も収録する。

*1032310401*
ねころんで読める救急患者のみかた

ナース・救急救命士・研修医のための診療とケア

坂本壮
（さかもと・そう）
著
メディカ出版

救急患者のみかたがわかるエッセンスが満載 ! 救急外来診療に従事する人が頭に
入れておきたいことを、「バイタルサイン」「病歴聴取」「身体診察」の3つに分け
て解説。各項末にポイント（俳句調コメント）も掲載。

ハイパーソノグラファーK エコーの Web 動画が見られる! 1
山田博胤
（やまだ・ひろつぐ）
原作
メディカ出版

小谷敦志
（こたに・あつし）
原作

超音波診断の世界に革命を巻き起こす、超音波検査 “ 戦士 ” 響極和音 ! 急性心筋
梗塞・Stanford‐A 型大動脈解離を見破るSF マンガ医学書。レクチャーコーナー
も掲載。エコーWeb 動画が見られるロック解除キー付き。

医学
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 8,800円 + 税
分類◎ 件名◎救急療法 サネ 159p
冊子版 978-4-8404-7232-6 2020.06

*1031873856*
医学
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 11,000円 + 税
分類◎ 件名◎心エコー図法 ヤハ 183p
冊子版 978-4-8404-6884-8 2020.07
DL不可

*1031983470*
はじめての消化器内視鏡看護 〈カラービジュアルで見てわかる!〉

医学

同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 11,440円 + 税
分類◎492.926 件名◎看護学 ヤハ
消化器内視鏡看護をはじめて学ぶ新人看護師などを対象に、内視鏡看護に必要 135p
な基礎的事項や、具体的な検査・治療の管理について、写真やイラストを用いて 冊子版 978-4-8404-6925-8 2019.10
山田拓哉
（やまだ・たくや）
編著
メディカ出版

平松直樹
（ひらまつ・なおき）
監修

わかりやすく解説。内視鏡室の運用に必要な内視鏡洗浄・消毒も記載する。

*1031274475*
はじめての精神科看護 改訂2版 〈カラービジュアルで見てわかる!〉

医学

同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 11,440円 + 税
分類◎492.927 件名◎精神科看護 ■
はじめて精神科看護を経験する人に向けて、統合失調症・感情障害・認知症の ハ 143p
症状や看護のポイント、治療と合併症、薬剤などについて、カラーイラストとともに 冊子版 978-4-8404-7200-5 2020.02

浅香山病院看護部編著
メディカ出版

分かりやすく解説する。

*1031533313*
978

はじめての透析看護 改訂2版 〈カラービジュアルで見てわかる!〉
小澤潔
（おざわ・きよし）
監修
メディカ出版

萩原千鶴子
（はぎわら・ちずこ）
編集

透析療法に必要な技術・観察・ケア、主な合併症、患者のセルフマネジメント支
援など、医療法人眞仁会が取り組んでいる日々の治療・ケアを、写真や図表をふ
んだんに用いてビジュアル化し解説。新たな知見等を加えた改訂2版。

医学
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 11,440円 + 税
分類◎492.926 件名◎看護学 ■ ハ
147p
冊子版 978-4-8404-6926-5 2019.11

*1031274478*
はじめてみよう訪問看護 〈カラービジュアルで見てわかる!〉
宮田乃有
（みやた・のあ）
編
メディカ出版

訪問看護をはじめたあとに必要となる知識や技術の解説だけでなく、訪問看護をは
じめる前の看護師の興味と不安に答えることをめざした本。就活の仕方や、研修
内容、給料・待遇等についても盛り込む。リスクへの備え方も記載。

医学
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎492.993 件名◎訪問看護 ■ ハ
174p
冊子版 978-4-8404-7193-0 2020.03

*1031533315*
ほんまかいな! 根拠がわかる解剖学・生理学要点39
川畑龍史
（かわばた・りゅうじ）
著
メディカ出版

濱路政嗣
（はまじ・まさつぐ）
著

「勉強したことを現場でいかせてなんぼや」 医学の基礎「解剖学・生理学」を、
関西弁の先生、助手、学生の3人の会話形式で解説する。一つひとつの単元を長
くし、より詳しく根拠を記した第2弾。

医学
同時アクセス1 9,548円 + 税
同時アクセス3 12,628円 + 税
分類◎491.1 件名◎解剖学 カホ 369p
冊子版 978-4-8404-7190-9 2020.01

*1031434075*
ミレイ先生のアドラー流勇気づけメンタルヘルスサポート
産業保健スタッフの悩みを解決 !

上谷実礼
（うえたに・みれい）
著
メディカ出版

メンタル不調者への対応にかかわる産業保健師や人事労務担当部署の管理職、
企業の衛生管理者等に向けて、アドラー心理学をベースに心のしくみや面談技法
を解説する。汎用性の高い20の対応事例も収録。見返しに十箇条を掲載。

メタボリックサージェリーClinical Update
龍野一郎
（たつの・いちろう）
監修
メディカ出版

笠間和典
（かさま・かずのり）
監修

高度肥満症、肥満2型糖尿病に普及、適応拡大が進むメタボリックサージェリー。
高度肥満症の病態と治療、外科治療前の管理、メタボリックサージェリーの実際な
どを解説する。Web 手術動画を視聴できるロック解除キー付き。

医学
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 11,440円 + 税
分類◎498.8 件名◎労働衛生 ウミ 202p
冊子版 978-4-8404-7219-7 2020.03

*1031616211*
医学
同時アクセス1 36,300円 + 税
同時アクセス3 48,400円 + 税
分類◎ 件名◎肥満症 ■メ 229p
冊子版 978-4-8404-7257-9 2020.10

*1032433799*
メディカテ メディカルスタッフのための血管内治療シリーズ 1
血管内治療の薬ケアブック

杉生憲志
（すぎう・けんじ）
編
メディカ出版

多領域の血管内治療に携わる看護師やメディカルスタッフのためのテキスト。1は、
麻酔薬、循環器・消化器・脳神経系の血管内治療薬の投与例や副作用、禁忌、
治療前後でナースが気をつけることなどをわかりやすく解説する。

メディカテ メディカルスタッフのための血管内治療シリーズ 2
全身疾患・血管内治療の流れと看護のキホン早見帳

医学
同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 16,720円 + 税
分類◎492.4 件名◎画像下治療 ■メ
199p
冊子版 978-4-8404-6918-0 2019.09

*1031137199*
医学

同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 16,720円 + 税
分類◎492.4 件名◎画像下治療 ■メ
226p
多領域の血管内治療に携わる看護師やメディカルスタッフのためのテキスト。2は、脳、 冊子版 978-4-8404-6919-7 2019.09

野口純子
（のぐち・じゅんこ）
編
メディカ出版

循環器、消化器など、全身の血管内治療の適応疾患・治療の流れ・看護ポイント
を、写真や図を交えて解説。看護のキホンも説明する。

*1031137200*
979

メディカテ メディカルスタッフのための血管内治療シリーズ 3
イラストと画像でみる血管内治療に必要な全身血管

阿古潤哉
（あこ・じゅんや）
編
メディカ出版

多領域の血管内治療に携わる看護師やメディカルスタッフのためのテキスト。3は、
頭部、心臓、腹部、下肢の治療に必要な全身血管の走行、さまざまな角度からの
画像をイラストで丁寧に解説。カテーテル中のトラブルも掲載する。

めめ子と学ぶ新・まるごと眼科入門 図解でナットク! 即実践 !

医学
同時アクセス1 13,860円 + 税
同時アクセス3 18,480円 + 税
分類◎492.4 件名◎画像下治療 ■メ
173p
冊子版 978-4-8404-6917-3 2019.10

*1031137201*
医学

同時アクセス1 13,640円 + 税
同時アクセス3 18,040円 + 税
分類◎492.926 件名◎看護学 ■メ
目のしくみから、外来の流れ・検査・病気・手術まで、眼科スタッフに必要な知識・ 271p
情報を、わかりやすいイラストや写真を多用して解説。日常臨床で頻用される専門 冊子版 978-4-8404-7088-9 2020.04
安川力
（やすかわ・つとむ）
編集
メディカ出版

用語や略語もまとめて掲載する。

*1031814534*
もっとねころんで読めるてんかん診療

医師が使える、患者にも効く、やさしくふかい処方箋

中里信和
（なかさと・のぶかず）
著
メディカ出版

てんかんのよくある誤解から、病歴聴取のコツや心因性非てんかん発作の鑑別、
新規抗てんかん薬の特徴と使い方、てんかん外科、社会リソースの活用、
トランジショ
ンまで、てんかん診療のエッセンスを幅広く解説する。

リハビリ患者さんの “ 食べたい !”を全力で支えるケア
知識×ケアで摂食嚥下をフルサポート!

小口和代
（おぐち・かずよ）
監修
メディカ出版

リハビリ患者さんの摂食嚥下の問題に取り組む人へ、嚥下障害の原因と病態、安
心安全な食事介助、口腔ケア、食べたくなる嚥下調整食、経管栄養、チーム医
療などについて、わかりやすく解説する。

わかる! 読める! ケアにつながる! モニター＆12誘導心電図
循環器 ナースだからこそ知っておきたい

山下武志
（やました・たけし）
編集
メディカ出版

モニター＆12誘導について、電極を貼る位置から、各誘導の見方、一つひとつの
波形の意味、異常波形を読み取る考え方の道筋、実際の不整脈（疾患）の心電
図を見て医療者がどう動くかまで解説する。

悪性脳腫瘍のすべて Neuro‐Oncology の教科書
杉山一彦
（すぎやま・かずひこ）
編集
メディカ出版

橋本直哉
（はしもと・なおや）
編集

悪性脳腫瘍について、画像診断・病理診断から手術、放射線治療、最新の化学
療法、免疫療法まで、すべてを網羅。手術は脳神経外科専門医試験に必須の体
位（頭位）
・皮切・開頭も丁寧に解説。手術の WEB 動画付き。

医学
同時アクセス1 11,220円 + 税
同時アクセス3 14,960円 + 税
分類◎ 件名◎癲癇 ナモ 255p
冊子版 978-4-8404-7179-4 2020.10

*1032433797*
医学
同時アクセス1 14,322円 + 税
同時アクセス3 18,942円 + 税
分類◎492.926 件名◎リハビリテーション
看護 ■リ 253p
冊子版 978-4-8404-6797-1 2019.09

*1031137198*
医学
同時アクセス1 13,640円 + 税
同時アクセス3 18,040円 + 税
分類◎492.123 件名◎心電図 ■ワ
231p
冊子版 978-4-8404-6658-5 2019.10

*1031274476*
医学
同時アクセス1 27,280円 + 税
同時アクセス3 36,080円 + 税
分類◎ 件名◎脳腫瘍 ■ア 285p
冊子版 978-4-8404-7013-1 2020.10

*1032433798*
栄養指導にいかす検査値の読みとりポイント
見方がわかれば味方になる!

菅野義彦
（かんの・よしひこ）
監修
メディカ出版

長岡由女
（ながおか・ゆめ）
編集

栄養管理、栄養指導、食事調整にいかせるよう、検査値の読み方、考え方の基
本を検査項目別に解説。患者が生活改善に取り組めるような伝え方のポイントも紹
介する。WEB でダウンロードできる「患者説明シート」付き。

980

医学
同時アクセス1 9,548円 + 税
同時アクセス3 12,628円 + 税
分類◎498.58 件名◎病態栄養学 ■エ
175p
冊子版 978-4-8404-7145-9 2020.05

*1031873855*

栄養療法にすぐ活かせるイラストホルモン入門

内分泌のふしぎがみるみるわかる!

医学

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 12,320円 + 税
川崎英二
（かわさき・えいじ）
編
分類◎491.457 件名◎ホルモン ■エ
メディカ出版
157p
33種類のホルモンの特徴、体内での役割、過剰時の問題、不足時の問題について、 冊子版 978-4-8404-7187-9 2020.01

イラストを用いてわかりやすく解説する。綴じ込みシート付き。『Nutrition Care』
連載を加筆し単行本化。

看護「人材管理」ベーシックテキスト

人材育成・チームマネジメント・労務管理の基礎がわかる!

松浦正子
（まつうら・まさこ）
編著
メディカ出版

主任およびマネジメントラダーⅠの取得を目指す看護職を対象に、人材育成や労務
管理の基礎知識、看護 チームのマネジメントについて解説する。認定看護管理
者教育課程「ファーストレベル」のカリキュラムに対応。

看護管理者のためのキャリアデザイン支援術

スタッフを支え・成長を促す面談スキル 向上 !
濱田安岐子
（はまだ・あきこ）
著
メディカ出版

看護管理者が、キャリアデザインの視点と支援方法を身に付けるためのテキスト。
自己実現へと向かうキャリア支援を考える。ワークシートのダウンロードサービス付き。
『ナーシングビジネス』連載を書籍化。

眼科スゴ技緑内障の診断・治療・手術

診療の基本から最新知識まで緑内障の「今」
がわかる!

*1031434074*
医学
同時アクセス1 9,548円 + 税
同時アクセス3 12,628円 + 税
分類◎ 件名◎看護管理 マカ 167p
冊子版 978-4-8404-7124-4 2020.07

*1032310400*
医学
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 11,440円 + 税
分類◎ 件名◎看護管理 ハカ 199p
冊子版 978-4-8404-7266-1 2020.09

*1032310402*
医学

同時アクセス1 39,600円 + 税
同時アクセス3 52,800円 + 税
分類◎496.36 件名◎緑内障 ■ガ
230p
『眼科グラフィック』に掲載された緑内障に関する特集から、実臨床に使用できる「ス 冊子版 978-4-8404-7229-6 2020.05
中澤徹
（なかざわ・とおる）
監修
メディカ出版

ゴ 技」を選りすぐって紹介。診療の基本から最新知識まで、緑内障の「今」がわ
かる。WEB 動画が見られるスクラッチ式のロック解除キー付き。

眼科点眼薬 Note ジェネリックがわかる! 市販薬もわかる!
2020-2021年

加藤浩晃
（かとう・ひろあき）
著
メディカ出版

ジェネリック薬も含めた処方薬、市販薬を網羅した点眼薬のカタログ。商品写真と
投薬袋の色、投与量、投与方法、適応症状、薬効、副作用、保存方法、点眼
液の色などを掲載。色で探せる処方薬キャップカラーINDEXも収録。

肩関節手術 合併症の予防と対策
末永直樹
（すえなが・なおき）
編著
メディカ出版

合併症を起こさない手術手技とリハビリをまとめた肩関節手術のテキスト。手術
中に問題を起こさないためのテクニック、起こした場合のリカバリーなどを解説。
WEB で手術動画を視聴できるスクラッチ式のロック解除キー付き。

*1031814535*
医学
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 9,680円 + 税
分類◎496.2 件名◎目薬 カガ 22,189p
冊子版 978-4-8404-7227-2 2020.05

*1031873854*
医学
同時アクセス1 19,800円 + 税
同時アクセス3 26,400円 + 税
分類◎ 件名◎肩－疾患 スカ 158p
冊子版 978-4-8404-7263-0 2020.10

*1032433796*
骨折の術前計画55 7000例から厳選
矢倉拓磨
（やぐら・たくま）
著
メディカ出版

7000例の骨折手術で術前作図を描き治療してきた著者が厳選した55症例を紹介。
骨折の術前計画の立て方を、「電子カルテ上での外傷整形術前計画テンプレート
の入力」と「術前作図の描画」に集約して学ぶことができる一冊。

医学
同時アクセス1 26,400円 + 税
同時アクセス3 35,200円 + 税
分類◎ 件名◎骨折 ヤコ 263p
冊子版 978-4-8404-7247-0 2020.07

*1031983469*
981

在宅＆病棟でできる! おむつと排泄の看護ケア

むつき庵の「おむつフィッター」
が伝授 !
浜田きよ子
（はまだ・きよこ）
編著
メディカ出版

吉川羊子
（よしかわ・ようこ）
編集協力

排泄用具の情報館「むつき庵」のおむつフィッターが病棟と在宅の看護師に向け、
おむつケアと排泄ケアのさまざまなノウハウを事例とともに伝授する。オンラインマ
ガジン『メディマガ』連載を単行本化。

産科エマージェンシー臨床推論 母体急変を見抜く
望月礼子
（もちずき・れいこ）
著
メディカ出版

橋井康二
（はしい・こうじ）
監修

いざというとき、妊産婦の訴えから早期診断へつなげるためには ? 症例を用いて産
科での臨床推論を訓練できる一冊。産科スタッフに必須知識である「母体安全へ
の提言」の学習にも使える。主訴別二次元鑑別リストカード付き。

医学
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 11,440円 + 税
分類◎492.926 件名◎看護学 ハザ
177p
冊子版 978-4-8404-7204-3 2020.05

*1031814537*
医学
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎495.5 件名◎産婦人科学 モサ
125p
冊子版 978-4-8404-7225-8 2020.05

*1031814533*
産業保健スタッフに必要な疾患の知識と最新の治療法
両立支援に欠かせない

医学

同時アクセス1 10,912円 + 税
同時アクセス3 14,432円 + 税
分類◎498.8 件名◎労働衛生 ■サ
231p
産業保健スタッフが事業場における両立支援を体系的に学ぶための書。ガイドライ 冊子版 978-4-8404-7154-1 2020.04

立石清一郎
（たていし・せいいちろう）
編著
メディカ出版

中谷淳子
（なかたに・じゅんこ）
編著

ンの読み方、人事労務との対応の方法など、両立支援のために押さえておきたい
ポイントから、出会う頻度の高い疾患の知識と治療法までを解説する。

産婦人科必修母体急変時の初期対応

J-CIMELS 公認講習会 ベーシックコーステキスト 第3版

日本母体救命システム普及協議会編著
メディカ出版

京都産婦人科救急診療研究会編著

母体急変時の初期対応「京都プロトコール」 等を説明するほか、母体急変への
対応を設問を交えて解説する。全体的にアップデートした第3版。切り取れるカード、
シートをダウンロードできるロック解除キー付き。

子宮全摘出ロボット手術のキホン

補助アームを究めるda Vinci 手術
近藤英司
（こんどう・えいじ）
著
メディカ出版

実施が増加してきた婦人科疾患のロボット手術。子宮体癌に対する準広汎子宮全
摘術と、骨盤リンパ 節郭清について、動画を用いてわかりやすく解説する。手術
動画の DVDと、WEB 動画が視聴できるURL・ロック解除キー付き。

思考をつかむ!テクニックを見る!PCI 紙上 LIVE

Professionalに学べ

中村茂
（なかむら・しげる）
編著
メディカ出版

岡村篤徳
（おかむら・あつのり）
編著

PCI のエキスパートDr. の手技をライブ形式で学べる書。さまざまな症例を提示し、
若手 Dr. からの意見に答える形で治療の実際を解説する。また、治療中に最も注
意を払ったポイントも質問形式で掲載。

疾患イメージをつかむ救急ケース68

リアルで多様な症例で診断・治療・ケアを制覇 !
阿南英明
（あなん・ひであき）
編集
メディカ出版

臨床でよく遭遇する24の救急疾患を取り上げ、複数の症例を示して、診断・治療・
ケアで外してはいけない軸を解説する。目の前の患者に確実に対応するための本
物の知識が得られる一冊。
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*1031814538*
医学
同時アクセス1 16,368円 + 税
同時アクセス3 21,648円 + 税
分類◎ 件名◎出産 ■サ 355p
冊子版 978-4-8404-7188-6 2020.05

*1031814540*
医学
同時アクセス1 46,200円 + 税
同時アクセス3 61,600円 + 税
分類◎495.43 件名◎子宮－疾患 コシ
144p
冊子版 978-4-8404-7231-9 2020.05

*1031983465*
医学
同時アクセス1 16,500円 + 税
同時アクセス3 22,000円 + 税
分類◎494.643 件名◎心臓外科 ■シ
157p
冊子版 978-4-8404-7201-2 2020.04

*1031616215*
医学
同時アクセス1 17,600円 + 税
同時アクセス3 23,100円 + 税
分類◎ 件名◎救急療法 ■シ 327p
冊子版 978-4-8404-7000-1 2020.06

*1031983466*

疾患別泌尿器科の薬物療法と患者管理 ―医師・看護師・
薬剤師でつくる治療戦略―
（Uro-Lo : 泌尿器 care&cure :
みえる・わかる・ふかくなる 別冊）
北村 , 寛
メディカ出版

泌尿器科の薬物療法では、治療とケアの多様化とともに新しい薬剤が次々と開発
され、各種ガイドラインが見直されている。本書は、薬剤の特性を生かした治療
戦略と患者管理、副作用への対応について、医師・看護師・薬剤師が最新の情
報をまじえて解説する。

若手医師のための超入門関節鏡視下手術

〈整形外科 SURGICAL TECHNIQUE BOOKS 7〉
松本秀男
（まつもと・ひでお）
編集
メディカ出版

菅谷啓之
（すがや・ひろゆき）
編集

膝関節、肩関節、肘関節、股関節、足関節の鏡視下手術の基礎知識、代表的
な手術のコツとピットフォールが学べる入門書。

医学
同時アクセス1 15,840円 + 税
同時アクセス3 21,120円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-8404-7230-2

2020

*1031983464*
医学
同時アクセス1 39,600円 + 税
同時アクセス3 52,800円 + 税
分類◎ 件名◎関節－疾患 ■ワ 262p
冊子版 978-4-8404-7223-4 2020.06

*1031983468*
循環器の薬剤カタログ143 どう効く? どう使う? がまるごとわかる

医学

同時アクセス1 13,640円 + 税
同時アクセス3 18,040円 + 税
分類◎492.926 件名◎看護学 ■ジ
循環器診療でナースが触れることの多い薬剤についてわかりやすく説明。作用メカ 238p
ニズムをマンガで解説し、使用前にチェックすること、使用方法、使用中注意す 冊子版 978-4-8404-6992-0 2020.04

猪又孝元
（いのまた・たかゆき）
編集
メディカ出版

ることを記載する。取り外せる「重要薬剤20ミニブック」付き。

*1031616216*
女性医師の意欲とキャリアとリーダーシップ

自分自身を乗り越えると、もっと楽しい
赤嶺陽子
（あかみね・ようこ）
著
メディカ出版

結婚してもしなくても、子どもがいてもいなくても、留学してもしなくても、開業してもし
なくても。女性医師が、自分自身の選択をし、「やる気ドレナージ」されずに活躍す
るために知っておくべきことを綴る。

女性泌尿器科疾患の治療とケア 骨盤臓器脱＆尿失禁

〈泌尿器 Care ＆ Cure Uro‐Lo 別冊〉
谷口珠実
（たにぐち・たまみ）
編著
メディカ出版

加藤久美子
（かとう・くみこ）
編著

骨盤底機能障害に関連した女性泌尿器科疾患の診断・治療について、図表を駆
使してわかりやすく解説。女性骨盤底の解剖・機能に関する基礎的事項、骨盤底
筋訓練、生活指導を含む行動療法やペッサリー治療なども取り上げる。

消化・吸収・代謝と栄養素のすべてがわかるイラスト図鑑
保存版

ニュートリションケア編集室編
メディカ出版

体に取り込んだ栄養素は、そのままでは活用することができない。臓器のはたらきと
消化・吸収・代謝のプロセスをイラストでわかりやすく紹介。とくに栄養が重要な
役割を担う代表的な病態についても解説する。

消化器の治療と検査サクッと攻略 !はやわかりデータベース
定番 + 最新処置のケアの知識をチェック＆アップデート

篠原尚
（しのはら・ひさし）
監修
メディカ出版

最先端の医療現場で行われている消化器疾患の治療と検査を、図を用いて解説。
各項ごとに治療法・ケアの理由や留意点等を、チェックリストと共に簡潔にまとめる。
切り取り式の「消化器の重要薬剤＆検査値ミニブック」付き。

医学
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 12,320円 + 税
分類◎498.14 件名◎医師 アジ 147p
冊子版 978-4-8404-7226-5 2020.04

*1031616217*
医学
同時アクセス1 18,150円 + 税
同時アクセス3 24,200円 + 税
分類◎495.47 件名◎泌尿器病 ■ジ
207p
冊子版 978-4-8404-6910-4 2019.08

*1031434073*
医学
同時アクセス1 9,548円 + 税
同時アクセス3 12,628円 + 税
分類◎ 件名◎栄養生理 ■シ 175p
冊子版 978-4-8404-7146-6 2020.09

*1032310403*
医学
同時アクセス1 13,640円 + 税
同時アクセス3 18,040円 + 税
分類◎492.926 件名◎看護学 ■シ
247p
冊子版 978-4-8404-7054-4 2020.04

*1031616214*
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新人スタッフ必携 ! 糖尿病の病態生理・療養指導 Q＆A80

〈糖尿病ケア別冊〉

朝倉俊成
（あさくら・としなり）
編集
メディカ出版

水野美華
（みずの・みか）
編集

糖尿病にかかわる医療者がおさえておきたい病態生理・療養指導の基礎知識を、
図表を用いながらQ＆A 形式で解説する。糖尿病教室で使える患者向け〇×クイ
ズのダウンロードサービス付き。『糖尿病ケア』掲載を書籍化。

新生児のフィジカルアセスメント パーフェクト版
大木茂
（おおき・しげる）
編
メディカ出版

言葉を持たない新生児のサインを読み取る力・適切な対応力が身に付く書。所見
ごとにまとめたフローチャートで、観察ポイント・検査・はじめの動きがわかる。

医学
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 9,680円 + 税
分類◎493.123 件名◎糖尿病 ■シ
142p
冊子版 978-4-8404-7197-8 2020.03

*1031616210*
医学
同時アクセス1 17,600円 + 税
同時アクセス3 23,100円 + 税
分類◎ 件名◎新生児 ■シ 343p
冊子版 978-4-8404-6979-1 2020.09

*1032433800*
新生児の正常・異常みきわめブック

豊富な写真で正常所見と疾患がわかる 正期産児編

田中太平
（たなか・たいへい）
著
メディカ出版

新生児の微細な変化を見つける目を養おう!「観察するためにはライト選びが重要」
という観点から照明の基礎知識も盛り込みつつ、正期産児の診方のポイントを診察
の流れに沿って、豊富な写真とともに解説する。

新生児室・NICUで使う薬剤ノート 改訂5版

医学
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 12,320円 + 税
分類◎493.95 件名◎新生児 タシ 127p
冊子版 978-4-8404-6881-7 2019.12

*1031340587*
医学

同時アクセス1 10,912円 + 税
同時アクセス3 14,432円 + 税
分類◎ 件名◎新生児 ■シ 296p
新生児室・NICU の基本薬22種・薬効184薬剤を取り上げ、臨床的用途に応じて 冊子版 978-4-8404-7246-3 2020.07

北東功
（ほくとう・いさむ）
編著
メディカ出版

三輪雅之
（みわ・まさゆき）
編著

形状と規格単位・適応・用法用量・薬理作用・副作用・薬剤相互作用などについ
て解説。ナースのための「観察ポイント」も付いたハンドブック。

*1031983467*
新生児蘇生法の20の秘訣 Dr.Rinshuが紐解く超講義
島袋林秀
（しまぶくろ・りんしゅう）
著
メディカ出版

新生児蘇生法の20の秘訣について、各秘訣の冒頭に秘訣の要約と新生児蘇生法
テキストや蘇生ガイドラインの記載を明記し、日本版新生児蘇生法（NCPR）の
基本的な内容を踏まえながら解説する。ステップアップ 問題も収録。

医学
同時アクセス1 14,850円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎493.95 件名◎新生児 シシ 155p
冊子版 978-4-8404-6911-1 2019.07

*1031137195*
新生児内分泌 ハンドブック

退院後・学童期のフォローアップにも役立つ

新生児内分泌研究会編著
メディカ出版

新版

河井昌彦
（かわい・まさひこ）
責任編集

新生児内分泌の基礎から応用までが学べ、新生児管理の臨床で生かせるように、
第一人者が最新知識を臨床上の着眼点とともに丁寧に解説。早産児骨減少症、
緊急対応が必要な先天代謝異常症、循環作動薬などの項目を追加した新版。

整形外科とっても大事な34の手術と周術期ケア

治療とケアがひとめでつながる!
津村弘
（つむら・ひろし）
監修
メディカ出版

よく行われる整形外科について、それぞれのエキスパートの医師が、手術の目的や
術式の実際、周術期に注意すべき点などを詳しく解説。写真やイラストも多く掲載
する。取り外せる「整形外科の周術期薬剤30ミニブック」付き。
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医学
同時アクセス1 17,050円 + 税
同時アクセス3 22,550円 + 税
分類◎ 件名◎新生児 ■シ 317p
冊子版 978-4-8404-7228-9 2020.06

*1031983463*
医学
同時アクセス1 13,640円 + 税
同時アクセス3 18,040円 + 税
分類◎ 件名◎看護学 ■セ 220p
冊子版 978-4-8404-7074-2 2020.05

*1031814539*

整形外科器械出し・外回り最強マニュアル
解剖・疾患・手術すべてマスター!

下肢編

医学

同時アクセス1 13,640円 + 税
同時アクセス3 18,040円 + 税
今田光一
（いまだ・こういち）
編集
分類◎492.9163 件名◎看護学 ■セ
メディカ出版
286p
整形外科の下肢手術の知識を、機能解剖イラスト＆疾患別の適応術式チャートで 冊子版 978-4-8404-6971-5 2020.03

スッキリ整理。手術のタイムラインに沿って、術前準備から実際の介助までを解説
する。取り外せる「インプラントのポイントミニブック」付き。

精神科の薬－抗精神病薬・抗うつ薬・睡眠薬・抗認知症薬
…－はや調べノート これだけは押さえておきたい

*1031533320*
医学

同時アクセス1 12,276円 + 税
同時アクセス3 16,236円 + 税
杉田尚子
（すぎた・なおこ）
編集 諏訪太朗
（すわ・たろう）
編集
分類◎493.72 件名◎向精神薬 ■セ
メディカ出版
281p
精神科の病棟・外来はもちろん、救急をはじめ、あらゆる診療科・在宅にも必要な 冊子版 978-4-8404-6930-2 2020.03

精神科の薬の知識。漢方製剤を含む117製剤を網羅し、同じ薬効でも患者に合う
もの・合わないもの、医師がなぜその薬剤を選択したのかを解説。

糖尿病看護きほんノート 治療・ケア・患者教育をらくらく理解

*1031670358*
医学

同時アクセス1 13,640円 + 税
同時アクセス3 18,040円 + 税
分類◎492.926 件名◎看護学 ヒト
治療とケア、合併症と併存疾患、患者指導、多職種や患者家族とのかかわりなど、 253p
糖尿病看護のきほんを図表を交えてわかりやすく解説する。取り外して使う「糖尿 冊子版 978-4-8404-7109-1 2020.03

肥後直子
（ひご・なおこ）
編著
メディカ出版

病の知識がレベルアップするミニブック」付き。

*1031616209*
透析患者の検査値ポケットブック 患者指導にすぐ使える
改訂2版

友雅司
（とも・ただし）
編著
メディカ出版

透析患者の日常診療に活用できるよう、透析診療に重要な項目の標準値をコンパク
トにまとめる。ヘモグロビン/ ヘマトクリット、尿酸、血糖など34項目を取り上げ、
異常値と原因、治療方針、患者指導のポイントなども示す。

透析患者の食事管理 Q＆A100

キホンがわかる! 患者・ナースのギモンが解決する!
北島幸枝
（きたじま・ゆきえ）
編著
メディカ出版

なぜ食事管理が必要なの ? 透析患者にお勧めの肉は ? 看護師と透析患者が一緒
に食事管理の基本を学び、不安や疑問が解消できるよう、Q＆A 形式で解説する。
透析食レシピ・指導ツールがダウンロードできるパスワード付き。

透析患者の薬ちゃちゃっとガイド

ナースが服薬指導に使える418製剤の要点ぎゅっ!
浦田元樹
（うらた・もとき）
編集
メディカ出版

陳尾祐介
（じんお・ゆうすけ）
編集

透析室スタッフに向けて、作用機序、用法・用量、副作用、特徴や注意点、服
薬指導のコツなど、透析患者の薬を適切に管理するための知識をまとめる。取り外
せる「薬の飲みかたQ＆Aミニブック」付き。

透析看護ポケットブック

慢性腎不全の病態と治療・ケアがまるっとわかる!

医学
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 9,680円 + 税
分類◎ 件名◎透析 トト 197p
冊子版 978-4-8404-7244-9 2020.07

*1031983472*
医学
同時アクセス1 13,640円 + 税
同時アクセス3 18,040円 + 税
分類◎494.93 件名◎腎臓－疾患 キト
271p
冊子版 978-4-8404-6706-3 2019.12

*1031340586*
医学
同時アクセス1 13,640円 + 税
同時アクセス3 18,040円 + 税
分類◎〈492.926〉 件名◎看護学 ■ト
295p
冊子版 978-4-8404-7040-7 2020.06

*1032310394*
医学

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎492.926 件名◎看護学 ■ト
223p
はじめて透析室に勤める新人スタッフに向けて、透析看護におけるポイントをコン 冊子版 978-4-8404-7177-0 2019.11

伊東稔
（いとう・みのる）
監修
メディカ出版

川合由美子
（かわい・ゆみこ）
編集

パクトにまとめる。血液透析、腹膜透析から腎移植、食事管理、合併症や検査、
薬剤まで、図表や写真も使い、オールカラーで分かりやすく解説する。

*1031340585*
985

働き方改革時代の労務管理 看護現場の事例で学ぶ
高平仁史
（たかひら・ひとし）
著
メディカ出版

時間外労働って何 ? 突然、有給休暇を申し出られたら? 子育て中の夜勤拒否は可
能 ? 看護管理者に向けて、「働き方改革関連法」の改定内容を詳しく紹介し、現
場の労務管理問題への対応法を事例を交えてわかりやすく解説。

医学
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎492.983 件名◎看護管理 タハ
223p
冊子版 978-4-8404-6873-2 2019.09

*1031137197*
内科開業医のための循環器診療プラクティス

循環器開業医が語る

医学

同時アクセス1 12,958円 + 税
同時アクセス3 17,138円 + 税
大西勝也
（おおにし・かつや）
編著 弓野大
（ゆみの・だい）
編著
分類◎493.2 件名◎循環器病 ■ナ
メディカ出版
303p
総合的な知識が求められる内科・循環器開業医に向けて、一般循環器クリニック 冊子版 978-4-8404-7218-0 2020.04

診療医たちが、現在の循環器外来の実情、クリニックで必要な検査、在宅医療、
患者が使える医療資源などをわかりやすく解説する。

妊産婦の保健指導トラの巻

助産師の指導・説明に役立つ回答・アドバイス集
成瀬勝彦
（なるせ・かつひこ）
編著
メディカ出版

妊娠初期から産褥期までの妊産婦の質問に対し、助産師の回答のポイント、エビ
デンスベースの解説、最新トピックスを掲載。保健指導の目的、時期と方法等も説明。
切り取って使える「新生児お悩み解決 Q＆Aミニブック」付き。

脳神経血管内治療次の一手

専門医・指導医のための難症例解決指南

寺田友昭
（てらだ・ともあき）
編集
メディカ出版

津本智幸
（つもと・ともゆき）
副編集

脳神経血管内治療において難症例に遭遇した際の判断と対処の仕方を、研修医、
専門医、指導医の対話形式で分かりやすく解説する。手術動画を視聴できるスクラッ
チ式のロック解除キー付き。『脳神経外科速報』連載を基に書籍化。

脳卒中看護3年目の教科書

疾病・障害・生活の疑問をズバリ解決＆フカボリ解説

*1031670361*
医学
同時アクセス1 13,640円 + 税
同時アクセス3 18,040円 + 税
分類◎ 件名◎妊産婦 ナニ 263p
冊子版 978-4-8404-6944-9 2020.07

*1031983471*
医学
同時アクセス1 54,560円 + 税
同時アクセス3 72,160円 + 税
分類◎494.627 件名◎脳神経外科 ■ノ
319p
冊子版 978-4-8404-7178-7 2019.12

*1031274480*
医学

同時アクセス1 13,640円 + 税
同時アクセス3 18,040円 + 税
分類◎〈492.926〉 件名◎看護学 ■ノ
239p
脳神経領域で最も患者数の多い脳卒中をテーマに、急性期・回復期リハビリテー 冊子版 978-4-8404-6958-6 2020.08

平野照之
（ひらの・てるゆき）
監修
メディカ出版

ション等の看護知識から社会資源の活用までを、Q＆A 形式でわかりやすく解説。
ひと通りのことを覚えた3年目以降に知っておきたい深い知識が満載。

病院前新生児蘇生法テキスト

*1032310399*
医学

同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎493.95 件名◎新生児 ■ビ
周産期医療を専門にしない救急隊員および救急救命士に向けた病院前新生児蘇 157p
生法講習会の事前学習・事後学習用テキスト。講習会講義資料、模擬問題も収録。 冊子版 978-4-8404-7191-6 2020.03

細野茂春
（ほその・しげはる）
監修
メディカ出版

動画が視聴できるロック解除キー付き。

*1031533317*
訪問看護がわかる
「いま・これから」の Key Word

過去・現在を読み解き、未来をひらく

医学

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 12,320円 + 税
分類◎492.993 件名◎訪問看護 ミホ
151p
訪問看護の成り立ちやしくみ、課題がわかるよう、2020年現在の訪問看護をめぐる 冊子版 978-4-8404-7206-7 2020.04

宮崎和加子
（みやざき・わかこ）
編著
メディカ出版

春日広美
（かすが・ひろみ）
著

状況・関係する事項、訪問看護の歴史、そしてこれからを、キーワードで解説。
訪問看護を学びたい人のための資料集も収録。
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*1031814536*

訪問看護師のための在宅感染予防テキスト

オールカラー改訂2版

医学

同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
HAICS 研究会 PICSプロジェクト編著
分類◎498.6 件名◎感染症対策 ■ホ
メディカ出版
171p
訪問看護師に向け、在宅ケア特有の感染制御の基本をオールカラーの写真やイ 冊子版 978-4-8404-7195-4 2020.02

ラストを使ってわかりやすく解説する。
「アセスメントツール」
「そのまま使える説明シー
ト」のダウンロードサービス付き。

北海道循環器病院の心エコーカンファレンス

私たちが信頼される心エコー技師に変わったワケ 〈US Lab 8〉

*1031533316*
医学

同時アクセス1 15,180円 + 税
同時アクセス3 20,240円 + 税
村上弘則
（むらかみ・ひろのり）
監修 柴田正慶
（しばた・まさよし）
編集
分類◎492.12 件名◎心エコー図法 ■ホ
メディカ出版
175p
症例ごとの考え方がわかる! 一般的解説から仮説段階のもの、経験則に基づいた 冊子版 978-4-8404-6928-9 2019.10

説明まで、北海道循環器病院の心エコーカンファレンスの内容をまとめる。Web サ
イトで心 エコー動画を視聴できるスクラッチ式のキー付き。

無名の医療者が医学書を出版するまでの道

あなたにしか書けない本の作りかた
山本基佳
（やまもと・もとよし）
著
メディカ出版

医学書の出版経験のある著者が、自己分析から企画・執筆、出版社へのアプロー
チまで、医療者が自分の本を出すためのメソッドを紹介。自身の経験・体験談、
影響を受けたアドバイスやエピソードも盛り込む。

領域横断チョイあてエコー活用術

Point‐of‐Care 超音波研究会認定
山田博胤
（やまだ・ひろつぐ）
編著
メディカ出版

谷口信行
（たにぐち・のぶゆき）
監修

POC 超音波研究会が2019年1月に開催したセミナーのスライドと解説をそのまま収
載。全身の POC 超音波検査の知識とテクニックが、臨場感あふれる講義で身につ
く。WEB 動画が視聴できるロック解除キー付き。

臨床栄養 ディクショナリー 改訂6版

*1031137202*
医学
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 12,320円 + 税
分類◎490.7 件名◎医学 ヤム 166p
冊子版 978-4-8404-7198-5 2020.03

*1031533314*
医学
同時アクセス1 19,800円 + 税
同時アクセス3 26,400円 + 税
分類◎492.1 件名◎超音波
（医学）ヤリ
171p
冊子版 978-4-8404-6916-6 2019.08

*1031137196*
医学

同時アクセス1 11,264円 + 税
同時アクセス3 14,784円 + 税
分類◎ R498.58 件名◎病態栄養学－便
疾患ごとの食事療法、栄養補給法、ライフステージ別の食事療法、栄養素などに 覧 ■リ 464p
ついて図表を用いてわかりやすく記述。食事・栄養療法に必須の重要項目が総索 冊子版 978-4-8404-7186-2 2020.03

伊藤孝仁
（いとう・たかひと）
監修
メディカ出版

山本みどり
（やまもと・みどり）
編著

引で早引きできる。日本人の食事摂取基準（2020年版）等に対応。

*1031533321*
安心すこやか妊娠・出産ガイド

妊娠・出産のすべてがこの1冊でわかる 改訂4版
関沢明彦
（せきざわ・あきひこ）
監修
メディカ出版

昭和大学病院総合周産期母子医療センター編

この検査は何のため? 検査値が異常と言われてしまったら? 妊娠中から出産後まで
のいろいろな疑問点やトラブルについて解説します。「産婦人科診療ガイドライン：
産科編2020」に準拠。

家政学、生活科学
同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 7,480円 + 税
分類◎ 件名◎妊娠 ■ア 295p
冊子版 978-4-8404-7249-4 2020.06

*1032310395*
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メディカルドゥ
ミトコンドリアと病気 〈遺伝子医学 MOOK 35〉

医学

同時アクセス1 17,710円 + 税
同時アクセス3 35,420円 + 税
分類◎ 件名◎ミトコンドリア病 ■ミ 298p
ミトコンドリア病の基礎知識をやさしく説明し、診断、各臨床病型、遺伝カウンセリ 冊子版 978-4-909508-06-5 2020.05
村山圭
（むらやま・けい）
編集
メディカルドゥ

小坂仁
（おさか・ひとし）
編集

ング・出生前診断、治療、創薬開発、基礎研究などについて解説する。ミトコンド
リア病に関わる家族会・支援団体の活動も紹介する。

*1032383785*
最新小児・周産期遺伝医学研究と遺伝カウンセリング

〈遺伝子医学 MOOK 別冊 シリーズ：最新遺伝医学研究と遺伝カウンセ
リング シリーズ4〉
中村公俊
（なかむら・きみとし）
編集
メディカルドゥ

佐村修
（さむら・おさむ）
編集

周産期医療に関する遺伝カウンセリングの現状や留意点、遺伝学的検査法、出
生前診断の歴史などを紹介し、さまざまな小児・周産期遺伝医学研究、遺伝カウ
ンセリングについて詳述。さらに、倫理・法・社会的な問題も取り上げる。
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医学
同時アクセス1 20,790円 + 税
同時アクセス3 41,580円 + 税
分類◎493.92 件名◎小児科学 ■サ
296p
冊子版 978-4-909508-03-4 2019.11

*1032383786*

メディカルレビュー社
THE PSORIASIS 2019 ROUND TABLE DISCUSSION 全

身性炎症疾患としての乾癬とその治療
森田明理
（もりた・あきみち）
監修
メディカルレビュー社

乾癬の知識のアップデートに最適なテキスト。乾癬治療の第一線で活躍する4人
が乾癬治療の現状と今後の展望について語り合った座談会や、アディポサイトカイ
ンからみた乾癬の病態の考察とそれをまとめたイラストなどを収録。

Year Book of RCC 2019

医学
同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 17,325円 + 税
分類◎494.8 件名◎乾癬 ■ザ 29p
冊子版 978-4-7792-2352-5 2019.12

*1032418950*
医学

同時アクセス1 15,840円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎494.93 件名◎腎臓癌 ■イ 127p
転移性 RCCに対する原発巣摘除（CN）の歴史的変遷を解説し、CNを「行うべき」 冊子版 978-4-7792-2292-4 2019.12

冨田善彦
（とみた・よしひこ）
編集
メディカルレビュー社

金山博臣
（かなやま・ひろおみ）
編集

「慎重であるべき」で誌上ディベートを展開する。チロシンキナーゼ阻害薬につい
ての総括とレンバチニブに関しても取り上げる。

*1032418949*
ファーマナビゲーターDIC 編 改訂版
丸山征郎
（まるやま・いくろう）
編集
メディカルレビュー社

播種性血管内凝固（DIC）の薬理作用をはじめ、分類、病態と治療、処方の実
際を解説。トピックス、Q＆Aも掲載する。略語一覧、和文・欧文索引付き。メモ
欄あり。

医学
同時アクセス1 16,500円 + 税
同時アクセス3 24,750円 + 税
分類◎493.17 件名◎血管内凝固症候
群 ■フ 435p
冊子版 978-4-7792-2233-7 2019.09

*1031843693*
困ったときに役立つ STEP UP 乾癬診療

医学

同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎494.8 件名◎乾癬 ■コ 161p
乾癬の基礎知識から、外用療法、内服療法といったさまざまな治療法、医療費まで、 冊子版 978-4-7792-2269-6 2019.09

小宮根真弓
（こみね・まゆみ）
編著
メディカルレビュー社

多田弥生
（ただ・やよい）
編著

乾癬診療について、写真や図表を多用し、オールカラーでわかりやすく解説する。
治療に手こずる難治例、患者によく聞かれる質問なども紹介。

*1031843695*
最新キーワードで読み解くALL About 皮膚科学
宮地良樹
（みやち・よしき）
編集
メディカルレビュー社

臨床皮膚科学におけるホットトピックと思われる100超のキーワードを厳選。各領域
の第一人者が、キーワードとその臨床的意義を簡潔に記載するとともに、日常診療
における意味と活用についてわかりやすく解説する。

医学
同時アクセス1 13,860円 + 税
同時アクセス3 20,790円 + 税
分類◎494.8 件名◎皮膚科学 ■サ
227p
冊子版 978-4-7792-2235-1 2019.06

*1031460104*
治療薬 UP-TO-DATE 2020 ポケット判

医学

同時アクセス1 13,860円 + 税
同時アクセス3 20,790円 + 税
分類◎ R499.1 件名◎医薬品－便覧 ■
約9200点の医薬品に関する情報を診療科、疾患別に収載。各章冒頭では、その チ 43,1295p
領域の第一人者が、治療や薬剤処方のポイント、薬剤の特徴などを解説。見返し 冊子版 978-4-7792-2262-7 2020.01

矢崎義雄
（やざき・よしお）
監修
メディカルレビュー社

松澤佑次
（まつざわ・ゆうじ）
編集

に購入者特典ダウンロードサービスのユーザ ID・パスワード等あり。

*1032418947*
循環器大規模臨床試験要約集 2018年版
小室一成
（こむろ・いっせい）
監修
メディカルレビュー社

山崎力
（やまざき・つとむ）
監修

数多くの循環器大規模臨床試験のなかから、重要な臨床試験を選定し、わかりや
すく提示する。2018年版は、2017年8月～2018年7月の間に発表された35試験を
収録する。

医学
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎493.2 件名◎循環器病 ■ジ 85p
冊子版 978-4-7792-2198-9 2019.04

*1031460105*
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診療ガイドラインUP-TO-DATE 2020-2021 日常診療に活かす

医学

同時アクセス1 32,340円 + 税
同時アクセス3 48,510円 + 税
分類◎492 件名◎臨床医学 ■シ
臨床医が日常診療で多く遭遇する疾患に対して、エビデンスに基づく診断・治療 1060p
を実践するためのマニュアル。診療ガイドラインの内容を中心に、必要な情報を 冊子版 978-4-7792-2253-5 2020.02
門脇孝
（かどわき・たかし）
監修
メディカルレビュー社

小室一成
（こむろ・いっせい）
監修

抜粋、要約し、実践的な治療法や最新の知見などを加えてまとめる。

*1032418948*
不整脈 2019 〈Medical Topics Series〉
杉本恒明
（すぎもと・つねあき）
監修
メディカルレビュー社

井上博
（いのうえ・ひろし）
編集

不整脈治療の最新トピックスを、臨床と関わりの深い基礎的研究も含めて、詳細か
つわかりやすく解説する。2019は、「構造からみた不整脈と心臓神経」「自律神経
と不整脈」など、20のトピックスを収録。

医学
同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎492.125 件名◎不整脈 ■フ
238p
冊子版 978-4-7792-2270-2 2019.08

*1031843694*
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森北出版
図解コンピュータアーキテクチャ入門 第3版
堀桂太郎
（ほり・けいたろう）
著
森北出版

はじめて学ぶ人に最適なコンピュータアーキテクチャ入門書。コンピュータの基本
構成から、各種アーキテクチャの役割や動作原理までわかりやすく図解する。章末
に演習問題を掲載。内容全般の見直しを行った第3版。

総記
同時アクセス1 6,875円 + 税
同時アクセス3 10,312円 + 税
分類◎548.2 件名◎コンピュータ ホズ
165p
冊子版 978-4-627-82903-9 2019.12

*1031274457*
わかりやすい数理計画法
坂和正敏
（さかわ・まさとし）
共著
森北出版

矢野均
（やの・ひとし）
共著

工学系の学部1・2年生や経済・経営学系の学部生を対象に、数理計画法の基
礎的な概念をわかりやすく解説。最大化、あるいは最小化すべき関数や条件式が
一次式で表現される線形計画問題を中心に記述する。

数学
同時アクセス1 6,050円 + 税
同時アクセス3 9,075円 + 税
分類◎417 件名◎数理計画法 ■ワ
153p
冊子版 978-4-627-91771-2 2010.03

*1031031512*
例題で学ぶ図学 第三角法による図法幾何学 新装版

数学

同時アクセス1 6,050円 + 税
同時アクセス3 9,075円 + 税
分類◎414.6 件名◎図学 イレ 121p
図法幾何学の基礎を習得できるよう構成したテキスト。図法幾何学の核心部分で 冊子版 978-4-627-66732-7 2019.10
伊能教夫
（いのう・のりお）
共著
森北出版

小関道彦
（こせき・みちひこ）
共著

ある正投影法に基づく作図法と、形の立体表現を、「投影」の考え方に基づいて
記述。立体の展開にも触れる。

*1030990088*
基礎から学ぶ力学
小野昱郎
（おの・いくお）
共著
森北出版

物理学
高柳邦夫
（たかやなぎ・くにお）
共著

大学の理工系の学生に向けて、力学の基礎的な知見を解説したテキスト。地上
の落体運動、振動運動、惑星の運動、大きさのある物体の回転運動、こまの運動
などについて述べる。章末問題も掲載。

同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎423 件名◎力学 オキ 199p
冊子版 978-4-627-16081-1 2019.11

*1031137173*
例題でわかる工業熱力学 第2版
平田哲夫
（ひらた・てつお）
共著
森北出版

田中誠
（たなか・まこと）
共著

初学者に向けて、イメージしにくい工業熱力学を、直感に訴える2色の図とともに丁
寧に解説。1つ1つの理論に例題を提示し、物理的意味がわかるようその解法をわ
かりやすく解説する。各章末に演習問題も収録。

技術、工学
同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎501.26 件名◎工業熱力学 ■レ
213p
冊子版 978-4-627-67342-7 2019.10

*1030990086*
コンクリート構造学 第5版・補訂版

建設工学、土木工学

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎511.7 件名◎鉄筋コンクリート ■
コンクリート構造学の基礎をよりよく理解することに重点を置いた大学・高専向けの コ 236p
テキスト。例題や演習問題も重要ポイントに的を絞り、その解法も平易に記述する。 冊子版 978-4-627-42566-8 2019.11
小林和夫
（こばやし・かずお）
ほか共著
森北出版

コンクリート標準示方書の2017年の改訂に対応。

*1031137174*
機械力学 第2版
末岡淳男
（すえおか・あつお）
共著
森北出版

機械工学
綾部隆
（あやべ・たかし）
共著

機械力学を学ぶ上での力学の基礎的事項を重点的に解説。実際的な機械力学の
問題を題材にして、基礎知識を適用して応用力を身につけ、機械力学分野の重要
事項の知識を高める。演習問題も掲載。

同時アクセス1 6,325円 + 税
同時アクセス3 9,487円 + 税
分類◎531.3 件名◎機械力学 スキ
198p
冊子版 978-4-627-60552-7 2019.10

*1030990087*
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基礎から学ぶ半導体電子 デバイス

電気工学

同時アクセス1 6,875円 + 税
同時アクセス3 10,312円 + 税
分類◎549.8 件名◎半導体 オキ 177p
半導体の概念からデバイスの基本動作までを丁寧に解説。物理現象を順を追って 冊子版 978-4-627-77621-0 2019.10
大谷直毅
（おおたに・なおき）
著
森北出版

平易に説明しているので、ミクロな現象の本質を定性的に理解できる。数式の展開
を丁寧にするとともに、省略されがちな内容を付録にまとめる。

*1030990085*
自動制御理論 新装版

電気工学

同時アクセス1 7,150円 + 税
同時アクセス3 10,725円 + 税
分類◎548.31 件名◎制御理論 ヒジ
自動制御理論の中で最も基本となるフィードバック制御を主題としたテキスト。数学 215p
的な基礎から制御系設計までをわかりやすく解説する。例題・演習問題も豊富に掲載。 冊子版 978-4-627-72642-0 2019.10
樋口龍雄
（ひぐち・たつお）
著
森北出版

*1030990084*
電気・電子計測 第4版

電気工学

同時アクセス1 6,050円 + 税
同時アクセス3 9,075円 + 税
分類◎541.5 件名◎電気磁気測定 アデ
電気・電子計測の基礎をわかりやすく解説するテキスト。直流・低周波、抵抗・インピー 148p
ダンス、磁界・時間の測定などを取り上げる。各章末に演習問題を収録。2019年 冊子版 978-4-627-70544-9 2019.11
阿部武雄
（あべ・たけお）
共著
森北出版

村山実
（むらやま・みのる）
共著

5月に施行された国際単位系の新定義に対応した第4版。

*1031137175*
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八千代出版
経験と理論をつなぐ心理学

心理学

同時アクセス1 5,170円 + 税
同時アクセス3 7,700円 + 税
分類◎140 件名◎心理学 イケ 225p
心理学入門のテキスト。心理学の基礎的知識として知っておくべき内容項目を踏まえ、 冊子版 978-4-8429-1769-6 2020.04
井上靖子
（いのうえ・やすこ）
編著
八千代出版

工藤昌孝
（くどう・まさたか）
ほか著

日常生活で経験する具体的事例を通して心理学的観点を獲得できるように解説。ア
クティブラーニングの手法を取り入れた演習問題も収録。

*1032413814*
地方議会改革の進め方
木下健
（きのした・けん）
著
八千代出版

加藤洋平
（かとう・ようへい）
著

地方議会は「住民のため」の存在でなければならないが、そのように受け止められ
ていない実態がある。市区町村議会の改革を検証し、その結果を踏まえ、これか
らの改革の進め方を提示する。

政治
同時アクセス1 7,040円 + 税
同時アクセス3 10,450円 + 税
分類◎318.4 件名◎地方議会 キチ
176p
冊子版 978-4-8429-1760-3 2020.01

*1032413810*
グローバル 時代の経営管理
湯川恵子
（ゆかわ・けいこ）
著
八千代出版

企業の仕組みやあり方を学ぶと、ヒトや組織、社会をみる目を養い、現代社会の諸
問題にも多様な視点からアプローチできるようになる。グローバル時代にキャリア形
成に役立つ経営管理の諸理論を解説する。

経済
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,370円 + 税
分類◎336 件名◎経営管理 ユグ 191p
冊子版 978-4-8429-1755-9 2019.09

*1032413809*
経営学ファーストステップ

経済

同時アクセス1 5,830円 + 税
同時アクセス3 8,800円 + 税
分類◎ 件名◎経営学 ■ケ 172p
基本的な知識を伝え、能動的・主体的に学ぶための方法を伝える経営学の入門書。 冊子版 978-4-8429-1774-0 2020.05
北居明
（きたい・あきら）
著
八千代出版

松本雄一
（まつもと・ゆういち）
著

各章の冒頭に全体のイメージをイラストで紹介するほか、具体的なケース、コラム、
問いなども掲載する。

*1032413817*
読みながら考える保険論 増補改訂第4版
田畑康人
（たばた・やすひと）
編著
八千代出版

岡村国和
（おかむら・くにかず）
編著

保険の成立から現状、理論、経営までをわかりやすく解説。初学者でも批判し、
考えることができる入門書。練習問題やコラムも掲載。世界の多様な変化を意識し、
内容を見直した増補改訂第4版。

経済
同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 8,800円 + 税
分類◎339 件名◎保険 ■ヨ 338p
冊子版 978-4-8429-1765-8 2020.04

*1032413819*
子ども家庭福祉論 子どもの平和的生存権を礎に

社会

同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 7,150円 + 税
分類◎369.4 件名◎児童福祉 ヨコ
「平和と共生」をコンセプトとする子ども家庭福祉のあり方を考える一冊。子ども家 199p
庭福祉の理念、歴史的発展、制度と実施体系、サービス、ソーシャルワークの概要、 冊子版 978-4-8429-1771-9 2020.04
吉田明弘
（よしだ・あきひろ）
編著
八千代出版

山本希美
（やまもと・きみ）
ほか著

子ども家庭福祉をめぐる諸課題などについて解説する。

*1032413815*
社会学の越境 社会秩序のなりたちをめぐって
廣田拓
（ひろた・たく）
著
八千代出版

ギデンズ、和辻哲郎、廣松渉、木村敏には「二重性の論理」にそって社会秩序
のなりたちを論じるといった共通点がある。その論理の考察を基軸に、自明性によっ
て言い表される社会秩序の可能性との関係を照射する。

社会
同時アクセス1 4,290円 + 税
同時アクセス3 6,380円 + 税
分類◎361 件名◎社会学 ヒシ 173p
冊子版 978-4-8429-1754-2 2019.08

*1032413808*
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変動する社会と生活

社会

宮本和彦
（みやもと・かずひこ）
編著
八千代出版

柳澤孝主
（やなぎさわ・たかしゅ）
ほか著

自分の身のまわりで起きている出来事と、世界や日本、地域社会など、より大きな社
会的領域で生じている変動とを関連づけ、そこで生起している問題や発生が危惧さ
れる問題を社会学的視点から捉え、その解決の糸口を模索する。

同時アクセス1 4,510円 + 税
同時アクセス3 6,820円 + 税
分類◎361 件名◎社会学 ミヘ 176p
冊子版 978-4-8429-1762-7 2020.04

*1032413813*
実践につながる教育心理学

教育

同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎ 件名◎教育心理学 ■ジ 233p
2019年度より実施の教員養成課程コアカリキュラムに対応した教育心理学のテキ 冊子版 978-4-8429-1778-8 2020.07
谷口篤
（たにぐち・あつし）
編著
八千代出版

豊田弘司
（とよた・ひろし）
編著

スト。「子どもの発達の理解」「学習の理解」「生徒の理解と授業・評価」「困難
を抱える子どもたち」の4部構成。模擬試験問題も収録する。

*1032413818*
心理臨床の育み
宮前理
（みやまえ・おさむ）
編著
八千代出版

教育
沼山博
（ぬまやま・ひろし）
ほか著

教員やカウンセラーを目指す学生、現職教員、スクールカウンセラー等に向けて、
生徒指導の実践、不登校の実態と各種の支援、子どもが直面しやすい心身の危
機とその援助などを解説。「育み」の観点を通底させて論じる。

同時アクセス1 4,290円 + 税
同時アクセス3 6,380円 + 税
分類◎ 件名◎スクールカウンセリング ミシ
255p
冊子版 978-4-8429-1772-6 2020.04

*1032413816*
広告コミュニケーション

商業

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,370円 + 税
分類◎674 件名◎広告 アコ 234p
広告や広告塔の存在、価値観を変えるほどのインパクト、万人を惹きつける何か…。 冊子版 978-4-8429-1763-4 2020.02
雨宮史卓
（あめみや・ふみたか）
著
八千代出版

「広告の基本的機能や役割」「広告とブランド」「広告と時間の概念」に焦点を
当てて検討する。

*1032413811*
電子商取引とeビジネス ネット通販からプラットフォーム、AI の活用へ

商業

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,370円 + 税
分類◎670 件名◎電子商取引 マデ
ビジネスでの活用や生活の向上に役立つ電子商取引だが、法的リスクなど様々な 194p
問題の対策を行うことが不可欠である。電子商取引や eビジネスが企業活動や消 冊子版 978-4-8429-1764-1 2020.03
丸山正博
（まるやま・まさひろ）
著
八千代出版

費行動に及ぼす影響を、主に商学的な視点から解説する。

*1032413812*
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矢野恒太記念会
データでみる県勢 2020
矢野恒太記念会編集
矢野恒太記念会

47都道府県の現状を代表的な統計指標で示し、多数の社会・経済統計により府
県別の比較を行い、全国792市、東京23区、926町村の主要統計を掲載。最新
のデータをもとに、地方の情勢を明らかにする。

統計
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,800円 + 税
分類◎ R351 件名◎日本－統計 ■デ
510p
冊子版 978-4-87549-345-7 2019.12

*1031866380*
世界国勢図会 世界がわかるデータブック 2019/20
矢野恒太記念会編集
矢野恒太記念会

各国政府や公的機関あるいは業界団体が公表した原数値、修正値、推計値など
をもとに、世界の社会・経済情勢を表とグラフでわかりやすく解説したデータブック。
現代社会の実像をうつし出す。折り込み地図あり。

統計
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,800円 + 税
分類◎ R350.9 件名◎統計 ■セ 478p
冊子版 978-4-87549-453-9 2019.09

*1031866379*
日本国勢図会 日本がわかるデータブック 2019/20

統計

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,800円 + 税
分類◎ R351 件名◎日本－統計 ■ニ
厳選した最新のデータをもとに、日本の社会・経済情勢を表とグラフでわかりやすく 526p
解説したデータブック。国土と気候、人口、工業、財政など、さまざまな分野の基 冊子版 978-4-87549-150-7 2019.06
矢野恒太記念会編集
矢野恒太記念会

本統計を収録する。府県別主要・生産統計も収載。

*1031329047*
日本国勢図会 日本がわかるデータブック 2018/19

統計

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,800円 + 税
分類◎ R351 件名◎日本－統計 ■ニ
統計表とグラフに解説、
トピックスを加えて、日本の社会・経済情勢を明らかにしたデー 526p
タブック。国土と気候、人口、工業、貿易など、さまざまな分野の基本統計を収録 冊子版 978-4-87549-149-1 2018.06
矢野恒太記念会編集
矢野恒太記念会

する。府県別主要・生産統計も収載。

*1031866378*
日本国勢図会 日本がわかるデータブック 2020/21

統計

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,800円 + 税
分類◎ 件名◎日本－統計 ■ニ 527p
厳選した最新のデータをもとに、日本の社会・経済情勢を表とグラフでわかりやすく 冊子版 978-4-87549-151-4 2020.06
矢野恒太記念会編集
矢野恒太記念会

解説したデータブック。国土と気候、人口、工業、財政など、さまざまな分野の基
本統計を収録する。府県別主要・生産統計も収載。

*1031866381*
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有斐閣
ロボット・AIと法

THE LAWS OF ROBOTS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE

弥永真生
（やなが・まさお）
編
有斐閣

宍戸常寿
（ししど・じょうじ）
編

ロボット・AI が社会に受容され、活用されるためには、それらに対応するための法
制度の整備が必要となる。現在生起しつつある問題から近未来に起きうる問題まで
を視野に入れ、法学からの知見を提示する。

心理学・入門 心理学はこんなに面白い 改訂版

〈有斐閣アルマ Interest〉
サトウタツヤ著
有斐閣

渡邊芳之
（わたなべ・よしゆき）
著

概念や理論のありきたりな説明ではなく、身近な興味・関心から始める「面白い」
入門書。かみくだいた解説とともに、豊富な図表・イラスト・コラムを盛り込む。「質
的・量的研究法」「研究倫理」などを盛り込んだ改訂版。

心理学・入門 心理学はこんなに面白い
渡邊芳之
（わたなべ・よしゆき）
著

日常的なテーマについて、心理学が何をどこまで明らかにしているかを説明し、次に、
研究の基盤になる「心理学のコアの知識」をかみ砕いて解説。心理学の歴史と
未来にも言及する。図表・イラスト・コラムも豊富に掲載。

心理学・入門 心理学はこんなに面白い

*1030990045*
心理学
同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 6,270円 + 税
分類◎140 件名◎心理学 サシ 258p
冊子版 978-4-641-22138-3 2019.09
DL不可

*1031274426*
同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 6,270円 + 税
分類◎140 件名◎心理学 サシ 254p
冊子版 978-4-641-12430-1 2011.04
DL不可

*1031314156*
心理学

〈有斐閣アルマ Interest〉
サトウタツヤ著
有斐閣

同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 11,440円 + 税
分類◎007.3 件名◎情報法 ■ロ 316p
冊子版 978-4-641-12596-4 2018.04

心理学

〈有斐閣アルマ Interest〉
サトウタツヤ著
有斐閣

総記

渡邊芳之
（わたなべ・よしゆき）
著

日常的なテーマについて、心理学が何をどこまで明らかにしているかを説明し、次に、
研究の基盤になる「心理学のコアの知識」をかみ砕いて解説。心理学の歴史と
未来にも言及する。図表・イラスト・コラムも豊富に掲載。

標準著作権法 Copyright Law From the Ground Up 第4版

同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 6,270円 + 税
分類◎140 件名◎心理学 サシ 254p
冊子版 978-4-641-12430-1 2011.04
DL不可 EPUB

*1031314161*
図書、書誌学

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎021.2 件名◎著作権 タヒ 341p
身近な法律でありながら、複雑な体系をもつ著作権法の世界。興味深い具体例を 冊子版 978-4-641-24331-6 2019.12
高林龍
（たかばやし・りゅう）
著
有斐閣

精選し、法律用語や業界用語には言い換えや説明を付記し、わかりやすく解説する。
2019年11月1日現在に成立されている法令に基づいた第4版。

DL不可

*1031533261*
東南アジアの歴史 人・物・文化の交流史
〈有斐閣アルマ Interest〉

新版

アジア史、東洋史

同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎223 件名◎東南アジア－歴史 ■
ト 386p
旅行やビジネス、エスニック・ブームなどにより、日本人にとって身近な存在となって 冊子版 978-4-641-22139-0 2019.12
桐山昇
（きりやま・のぼる）
著
有斐閣

栗原浩英
（くりはら・ひろひで）
著

いる東南アジア。この地域世界の歴史を人・物・文化の交流史というユニークな
視点で多角的・重層的に描き出したテキスト。

EU 政治論 国境を越えた統治のゆくえ 〈有斐閣ストゥディア〉

DL不可

*1031616162*
政治

同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎ 件名◎ヨーロッパ－政治・行政 ■
EU 政治の全体像をわかりやすく解説。ヨーロッパ統合の歴史的展開を前史から振 イ 309p
り返り、複雑なEU の政治諸制度、政策決定過程、経済・社会政策を中心とした 冊子版 978-4-641-15073-7 2020.07
池本大輔
（いけもと・だいすけ）
著
有斐閣

板橋拓己
（いたばし・たくみ）
著

主なEU の政策の特徴や揺れ動くEU の正統性について論じる。

DL不可

*1032433702*
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マイナンバー法と情報セキュリティ

My Number Law and Information Security

政治

同時アクセス1 15,840円 + 税
同時アクセス3 21,120円 + 税
宇賀克也
（うが・かつや）
著
分類◎317.6 件名◎共通番号法 ウマ
有斐閣
254p
マイナンバー法について、特定個人情報保護評価を始め、多面的に検討するとと 冊子版 978-4-641-22781-1 2020.02

もに、サイバーセキュリティ基本法、衛星リモートセンシング法についても検討を行
う。2013～17年に発表した論文全9編を収録。

個人情報の保護と利用

Protection and Utilization of Personal Information

宇賀克也
（うが・かつや）
著
有斐閣

医療ビッグデータ、データ・ポータビリティ権、プライバシー・バイ・デ ザイン、忘
れられる権利、統計データの利活用…。個人情報の保護と利用をめぐる最先端の
議論をまとめた論文集。

個人情報保護法制

Legal System of Personal Information Protection

*1031616243*
政治
同時アクセス1 16,500円 + 税
同時アクセス3 22,000円 + 税
分類◎316.1 件名◎プライバシー ウコ
371p
冊子版 978-4-641-22778-1 2019.11

*1031434031*
政治

同時アクセス1 14,850円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎316.1 件名◎個人情報保護法 ウ
コ 367p
個人情報保護法制の全体像とその特色をはじめ、行政機関や独立行政法人等の 冊子版 978-4-641-22774-3 2019.09
宇賀克也
（うが・かつや）
著
有斐閣

保有する個人情報の保護に関する法律などについて、2012年以降に著した論文を
集成。施行令の改正の内容・意義についての論考も収録する。

行政学 Public Administration 新版

*1031137097*
政治

同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎ 件名◎行政学 マギ 639p
「理論と日本行政」「国家行政」「地方行政」の3部構成で、明快な制度記述と 冊子版 978-4-641-14935-9 2020.06
真渕勝
（まぶち・まさる）
著
有斐閣

具体的な実態分析を試みた、行政学の体系的テキスト。近年の制度改革の成果
や行政学研究の進展をふまえて、全体を見直した新版。

DL不可

*1032310325*
国際関係から学ぶゲーム理論 国際協力を実現するために
岡田章
（おかだ・あきら）
著
有斐閣

国際紛争や国際協力の多くの題材を用いてゲーム理論を学習するための入門書。
初学者向けに基本概念と例の説明を多くする。国際協力に関わるさまざまな人間・
国家の行動と社会現象のメカニズムを、ゲーム理論から解き明かす。

政治
同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 10,120円 + 税
分類◎319 件名◎国際政治 オコ 224p
冊子版 978-4-641-16564-9 2020.04

*1031983390*
情報公開・オープンデータ・公文書管理 Information

政治

Disclosure,Open Data and Management of Public Documents

同時アクセス1 17,490円 + 税
同時アクセス3 23,320円 + 税
宇賀克也
（うが・かつや）
著
分類◎317.6 件名◎情報公開法 ウジ
有斐閣
388p
情報公開の国際的動向、請求対象の捉え方、地質地盤情報の共有化と公開、オー 冊子版 978-4-641-22779-8 2019.11

プンデータ政策の展望と課題、行政による食品安全に関する情報提供と国の責任
…。情報法の各法制度の理念と実践を追い、多様な問題を論じた論文集。

政治学の第一歩 INTRODUCTION TO POLITICAL
SCIENCE

新版 〈有斐閣ストゥディア〉

砂原庸介
（すなはら・ようすけ）
著
有斐閣

稗田健志
（ひえだ・たけし）
著

自由な意志を持つ個人が協力し合い、互いに望ましい状態をつくりだすためにはどう
すればよいのか。安定した秩序を築くためのルールづくりとそれを守っていくしくみを、
平易な言葉で説明した政治学の入門テキスト。

*1031434032*
政治
同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 6,270円 + 税
分類◎ 件名◎政治学 ■セ 247p
冊子版 978-4-641-15078-2 2020.09
DL不可

*1032433701*
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争われる正義 旧 ユーゴ地域の政党政治と移行期正義

政治

同時アクセス1 13,860円 + 税
同時アクセス3 18,480円 + 税
分類◎312.393 件名◎バルカン諸国－
紛争終結から約20年。「過去と向き合う」 取り組みは、どこまで進み、人々に何を 政治・行政 クア 282p
もたらしたのか。旧 ユーゴ 地域の移行期正義について、独自に集めたデータや現 冊子版 978-4-641-14931-1 2019.12
久保慶一
（くぼ・けいいち）
著
有斐閣

地の政治的ダイナミズムをふまえて分析する。

*1031616161*
日本政治の第一歩 INTRODUCTION TO JAPANESE
POLITICS 〈有斐閣ストゥディア〉

上神貴佳
（うえかみ・たかよし）
編
有斐閣

三浦まり
（みうら・まり）
編

私たちはどのように政治に関わっているのか。メディアからどのように影響を受けるの
か…。主権者視点の問いを読み解きながら、日本政治を解説する。各章末に読書
案内も掲載。引用・参考文献リストが見られるQRコード付き。

日本政治史 現代日本を形作るもの 〈有斐閣ストゥディア〉
清水唯一朗
（しみず・ゆいちろう）
著
有斐閣

瀧井一博
（たきい・かずひろ）
著

日本はどのように形作られてきたのか。幕末・維新期から55年体制の成立期までの
日本政治の歩みをたどり、歴史上の基本的な事実を説明するだけでなく、その相互
関係や変化を明らかにする。

政治
同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 6,270円 + 税
分類◎312.1 件名◎日本－政治・行政
■ニ 255p
冊子版 978-4-641-15054-6 2018.07
DL不可

*1031866390*
政治
同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎312.1 件名◎日本－政治・行政－
歴史 ■ニ 294p
冊子版 978-4-641-15070-6 2020.01
DL不可

*1031873769*
米国と戦後東アジア秩序 中国大国化構想の挫折

政治

同時アクセス1 14,190円 + 税
同時アクセス3 18,920円 + 税
分類◎319.53022 件名◎アメリカ合衆
第二次世界大戦後、中国大国化構想に挫折したアメリカは、日本をパートナーと 国－対外関係－中国 タベ 292p
する東アジア政策の基本路線を確立する。こうしたアメリカの東アジア政策の転 冊子版 978-4-641-14934-2 2019.12
高橋慶吉
（たかはし・けいきち）
著
有斐閣

換過程を、米国対外援助法の制定などを軸に検証する。

*1031533262*
M＆A の新たな展開 「公正なM＆A の在り方に関する指針」の意

法律

義 〈ジュリストBOOKS Professional〉

同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 11,440円 + 税
藤田友敬
（ふじた・ともたか）
編
分類◎〈325.247〉 件名◎企業買収 ■エ
有斐閣
216p
2019年6月に公表された「公正なM＆A の在り方に関する指針」の内容およびそ 冊子版 978-4-641-13835-3 2020.05

れがもたらす影響について、M＆A 指針の作成に関与した研究者・実務家らが検
討。実務と理論双方の視点から指針の意義を説き明かす。

アメリカから見た日本法

An American Perspective on Japanese Law

J. マーク・ラムザイヤー著
有斐閣

長谷部恭男
（はせべ・やすお）
著

砂川事件、三菱樹脂事件…。日本の重要判例について、ラムザイヤー教授が英
語で事案・判旨・解説・見解を示したのち、それぞれの判例につき各分野の研究
における第一人者による日本語のコメントを掲載する。

いちばんやさしい憲法入門 第6版 〈有斐閣アルマ Interest〉
初宿正典
（しやけ・まさのり）
著
有斐閣

高橋正俊
（たかはし・まさとし）
著

映画、マンガ、小説、新聞記事等から、日本国憲法に関わる22のテーマを選び、
対話方式やゼミナール方式、大胆なたとえ話で解説。「ブラック校則」や安保法
制などの新情報を盛り込んだ第6版。

*1032433699*
法律
同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎320.981 件名◎判例集 ■ア
313p
冊子版 978-4-641-12591-9 2019.10
DL不可

*1031533253*
法律
同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎323.14 件名◎憲法－日本 ■イ
258p
冊子版 978-4-641-22150-5 2020.03
DL不可

*1031814481*
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どこでも刑法 # 総論

法律

和田俊憲
（わだ・としのり）
著
有斐閣

刑法総論の入門的テキスト。すべての項目を4頁あるいは6頁で解説し、前から順
に読めば刑法総論の全体像が摑めるように構成。1巡目で犯罪の基本構造を理解
し、2巡目で肉づけを行う。

同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎326.1 件名◎刑法 ワド 189p
冊子版 978-4-641-13939-8 2019.10
DL不可

*1031340526*
トピックからはじめる統治制度 憲法を考える 第2版
笹田栄司
（ささだ・えいじ）
著
有斐閣

原田一明
（はらだ・かずあき）
著

具体的なイメージで憲法の統治制度を理解できる一冊。統治制度において何が問
題なのかを直感的につかめるように、23の身近な話題を取り上げながら、分かりやす
く解説する。最新の判例や新たな動向を織り込んだ第2版。

法律
同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 6,270円 + 税
分類◎323.14 件名◎憲法－日本 ■ト
258p
冊子版 978-4-641-22780-4 2019.09
DL不可

*1031274420*
はじめての法律学 HとJ の物語 第6版

〈有斐閣アルマ Basic〉
松井茂記
（まつい・しげのり）
著
有斐閣

松宮孝明
（まつみや・たかあき）
著

ごく普通の大学生、HとJ が遭遇した「一瞬のできごと」から始まる物語を通して、
法律の世界を見ていこう。私たちの生活を支える法律の枠組みをわかりやすく解説
する。民法改正、成人年齢改正などを採り入れた第6版。

ライフステージと法 第8版 〈有斐閣アルマ Interest〉
副田隆重
（そえだ・たかしげ）
著
有斐閣

浜村彰
（はまむら・あきら）
著

恋愛、就職、結婚…。女性がライフステージごとに出会う様々な出来事を、法律
に照らしてQ＆A 方式でアドバイスする法学入門書。さまざまな分野において進行
しつつある重要な改革や動向をフォローした第8版。

法律
同時アクセス1 3,740円 + 税
同時アクセス3 5,610円 + 税
分類◎321 件名◎法律学 ■ ハ 283p
冊子版 978-4-641-22160-4 2020.03
DL不可

*1031873758*
法律
同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎320.4 件名◎法律 ■ラ 314p
冊子版 978-4-641-22143-7 2020.04
DL不可

*1031983380*
リーガル・リサーチ＆リポート 法学部の学び方 第2版

法律

同時アクセス1 3,740円 + 税
同時アクセス3 5,610円 + 税
分類◎320.7 件名◎法律学 ■リ 240p
法律学習におけるレジュメの書き方やディスカッションの注意点、ゼミ等での法律ディ 冊子版 978-4-641-12611-4 2019.12
田高寛貴
（ただか・ひろたか）
著
有斐閣

原田昌和
（はらだ・まさかず）
著

ベートの実施のしかたなどを解説。法令情報や判例情報、文献情報の調査方法な
ども詳しく紹介する。

DL不可

*1031533254*
家族法 第4版 〈民法を学ぶ〉
窪田充見
（くぼた・あつみ）
著
有斐閣

はじめて家族法を学ぶ学生向けに、親族法や相続法の基本的な制度やルールを詳
しく説明。誤解しやすい部分についても丁寧に叙述する。2018年の相続法改正、
成年年齢・特別養子・子の引渡しに関する法改正に対応した第4版。

法律
同時アクセス1 9,460円 + 税
同時アクセス3 14,190円 + 税
分類◎324.6 件名◎家族法 クカ
22,646p
冊子版 978-4-641-13818-6 2019.12
DL不可

*1031533260*
基本的人権の事件簿 憲法の世界へ 第6版

〈有斐閣選書 185〉

棟居快行
（むねすえ・としゆき）
著
有斐閣

松井茂記
（まつい・しげのり）
著

いま、私たちの基本的人権はどうなっているか。
「再婚の自由」「表現の自由」など、
身のまわりに起こりうる24の興味深い裁判例をとおして、気鋭の憲法学者6人が解
説。新しい判例や社会の動きを織り込んだ第6版。

法律
同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 6,270円 + 税
分類◎323.143 件名◎人権 ■キ 274p
冊子版 978-4-641-28147-9 2019.09
DL不可

*1031274421*
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刑事訴訟法 Criminal Procedure 第2版

法律

同時アクセス1 9,460円 + 税
同時アクセス3 14,190円 + 税
分類◎ 件名◎刑事訴訟法 サケ 682p
刑事手続の諸制度の趣旨・目的とそこから導かれる法解釈論の筋道を丁寧に解説。 冊子版 978-4-641-13942-8 2020.07
酒巻匡
（さかまき・ただし）
著
有斐閣

刑事手続きの全体構造と作動過程が理解できる。重要な新判例や法改正を織り込
み、編末や章末に参考文献を掲記した第2版。

DL不可

*1032310320*
刑事訴訟法 第6版 〈有斐閣アルマ Specialized〉
田中開
（たなか・ひらく）
著
有斐閣

寺崎嘉博
（てらさき・よしひろ）
著

入門者から上級者まで、常に基本として押さえるべき事柄を凝縮した刑事訴訟法の
スタンダードテキスト。取調べの録音録画制度、刑事免責制度の創設、通信傍
受の対象事件の範囲拡大等にかかる法改正に対応した第6版。

法律
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎ 件名◎刑事訴訟法 ■ケ 422p
冊子版 978-4-641-22157-4 2020.05
DL不可

*1032433700*
刑法総論 CRIMINAL LAW：GENERAL PART 〈有斐閣ストゥディア〉
内田幸隆
（うちだ・ゆきたか）
著
有斐閣

杉本一敏
（すぎもと・かずとし）
著

初学者に向けた「刑法総論」のテキスト。各章に「CASE」として具体的な事
例をあげ、それに対する「解答」を示すとともに、「CHECK」 項目を設けて重要
点を質問の形で箇条書きにしてまとめる。

法律
同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎326.1 件名◎刑法 ウケ 284p
冊子版 978-4-641-15065-2 2019.11
DL不可

*1032310318*
刑法総論の悩みどころ

Key Points of Criminal Law：General Part 〈法学教室 LIBRARY〉
橋爪隆
（はしずめ・たかし）
著
有斐閣

刑法総論の理解が難しい解釈上の論点 = 悩みどころについて、判例・学説の状況
を平易に説明し、どのような思考過程・根拠から一定の結論を導き出そうとしている
のかを具体的に示す。『法学教室』連載を加筆修正。

憲法 1 人権 第7版 〈有斐閣アルマ Specialized〉
渋谷秀樹
（しぶたに・ひでき）
著
有斐閣

赤坂正浩
（あかさか・まさひろ）
著

憲法のおもしろさにふれることができる入門書。1では、「人身の自由」から「社会
的・経済的権利」「受益権」「精神的自由権」へと進み、「新しい人権」及び人
権全体にかかわる一般理論「人権の意義」「人権通則」を学ぶ。

法律
同時アクセス1 7,040円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎326.1 件名◎刑法 ハケ 470p
冊子版 978-4-641-13940-4 2020.03
DL不可

*1031814483*
法律
同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎323.14 件名◎憲法－日本 シケ
403p
冊子版 978-4-641-22127-7 2019.03
DL不可

*1031533255*
憲法 2 統治 第7版 〈有斐閣アルマ Specialized〉

法律

同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎323.14 件名◎憲法－日本 シケ
憲法のおもしろさにふれることができる入門書。2では、「立法と行政」「司法」「地 430p
方自治」から「統治の基本原理」 へと進み、「憲法の意義と歴史」で憲法はな 冊子版 978-4-641-22128-4 2019.03
渋谷秀樹
（しぶたに・ひでき）
著
有斐閣

赤坂正浩
（あかさか・まさひろ）
著

ぜ存在するかを考え、日本における憲法の歴史的な歩みを総括する。

DL不可

*1031533256*
憲法基本判例を読み直す Rereading the basic
constitutional cases

法律

第2版 〈法学教室 LIBRARY〉

同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
野坂泰司
（のさか・やすじ）
著
分類◎323.14 件名◎憲法－日本－判例
有斐閣
ノケ 573p
憲法の基本判例を読み直すことで、当の判例に関する理解を深めるとともに、日本 冊子版 978-4-641-22755-2 2019.09

の憲法訴訟がどのようなものとして実現されているかを明らかにする。判例のその後
の動きを補充し、アップデイトした第2版。

1000

DL不可

*1031137096*

憲法講話 24の入門講義

法律

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎323.14 件名◎憲法－日本 ハケ
日本の社会で、憲法は現実にどのように機能しているか。社会の中で生きる私たち 442p
にとって、憲法とはどのようなものか。学ぶ人すべてに、わかりやすく、まっすぐに語る、 冊子版 978-4-641-22782-8 2020.03
長谷部恭男
（はせべ・やすお）
著
有斐閣

憲法の教科書。

DL不可

*1031616242*
憲法事例演習教材

法律

同時アクセス1 7,480円 + 税
同時アクセス3 11,220円 + 税
分類◎323.14 件名◎憲法－日本 ■ケ
憲法の現代的な事例をもとに、実践的な視点から考え、最先端の理論を学ぶ演習 285p
テキスト。段階的な修得を目指した2部構成の32題と、4例の授業のイメージを掲載。 冊子版 978-4-641-13067-8 2009.12
渋谷秀樹
（しぶたに・ひでき）
著
有斐閣

大沢秀介
（おおさわ・ひでゆき）
著

DL不可

*1031537731*
憲法判例50! 第2版 〈START UP〉
上田健介
（うえだ・けんすけ）
著
有斐閣

尾形健
（おがた・たけし）
著

憲法の最重要判例50件を易しく丁寧に解説。事案と判旨だけでは難解な事例も、
「読み解きポイント」「この判決 / 決定が示したこと」で着実な理解に導く。欄外
に発展的な内容などを掲載する。

法律
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎323.14 件名◎憲法－日本－判例
■ケ 172p
冊子版 978-4-641-22786-6 2020.03
DL不可

*1031873759*
憲法判例と裁判官の視線 その先に見ていた世界

法律

同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 14,080円 + 税
分類◎327.01 件名◎憲法裁判 チケ
最高裁の憲法判例の形成において、各裁判官が、司法の立ち位置を踏まえ、そ 260,6p
の視線の先にどのような世界を見ていたのか。それぞれの裁判官の思いをその法 冊子版 978-4-641-22777-4 2019.10
千葉勝美
（ちば・かつみ）
著
有斐閣

思考と共に紹介する。事項索引、判例索引付き。

*1031340524*
現代刑法入門 第4版 〈有斐閣アルマ Basic〉

法律

同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎326 件名◎刑法 ■ゲ 339p
初めて刑法を学ぶ人が現在の法律・学説・実務について基本的な理解を得られる 冊子版 978-4-641-22149-9 2020.03
浅田和茂
（あさだ・かずしげ）
著
有斐閣

内田博文
（うちだ・ひろふみ）
著

ように、具体的事例を挙げながら、総論・各論をバランスよく解説。「共謀罪」（テ
ロ等準備罪）の創設、性犯罪規定の見直しなどを反映した第4版。

DL不可

*1031616245*
行政法 ADMINISTRATIVE LAW 第2版 〈有斐閣ストゥディア〉
野呂充
（のろ・みつる）
著
有斐閣

野口貴公美
（のぐち・きくみ）
著

はじめて行政法を学ぶ人に向けたテキスト。基本的な制度や理論をわかりやすく説
明し、具体例・判例をもとに実際の法の役割を解説。行政法の骨格と基本的な思
考方法が身につく。法改正や判例の動きなどに対応した第2版。

法律
同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎323.9 件名◎行政法 ■ギ 289p
冊子版 978-4-641-15074-4 2020.03
DL不可

*1031873761*
行政法概説 Administrative Law Text 1 行政法総論 第7版
宇賀克也
（うが・かつや）
著
有斐閣

基本から応用まで段階的に解説した、法学部・法科大学院生のみならず、法曹実
務・行政実務にも役立つ基本テキスト。著者が大学で行った行政組織法などの講
義内容をまとめる。法令の改正に対応しアップデートした第7版。

法律
同時アクセス1 8,140円 + 税
同時アクセス3 12,210円 + 税
分類◎323.9 件名◎行政法 ウギ 530p
冊子版 978-4-641-22783-5 2020.03
DL不可

*1031814482*
1001

国際私法 第7版 〈有斐閣 Sシリーズ 55〉
櫻田嘉章
（さくらだ・よしあき）
著
有斐閣

国際私法の全体像が端的にわかる入門書。序論から総論、各論にいたるまで、
国際私法の重要な論点を分かりやすくコンパクトに解説する。近時の法改正、判例・
学説に対応した第7版。

法律
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎ 件名◎国際私法 サコ 429p
冊子版 978-4-641-15954-9 2020.05
DL不可

*1032310324*
国際法務概説
大江橋法律事務所監修
有斐閣

法律
国谷史朗
（くにや・しろう）
編

国際契約、国際貿易、M＆Aといった国際法務の基礎、紛争解決の代表的な手
続である国際民事訴訟と国際仲裁をわかりやすく説明。国際知的財産、国際労務
など代表的な専門分野については、一定程度まで掘り下げて解説する。

同時アクセス1 14,190円 + 税
同時アクセス3 18,920円 + 税
分類◎329.8 件名◎国際私法 ■コ
454p
冊子版 978-4-641-04685-6 2019.12

*1031616246*
商法総則・商行為法 第3版 〈有斐閣アルマ Specialized〉
大塚英明
（おおつか・ひであき）
著
有斐閣

川島いづみ
（かわしま・いずみ）
著

商法総則・商行為法を、教育的な視点から6つの編に分けてわかりやすく解説。
現代の商法総則・商行為法を骨太に理解できるよう工夫したテキスト。平成29年
民法改正、平成30年商法改正に対応。

法律
同時アクセス1 5,060円 + 税
同時アクセス3 7,590円 + 税
分類◎325.1 件名◎商法－総則 ■シ
368p
冊子版 978-4-641-22137-6 2019.11
DL不可

*1031434036*
信託法理の展開と法主体 会社法・民事訴訟法・倒産法との交錯
岡伸浩
（おか・のぶひろ）
著
有斐閣

会社法における取締役、民事訴訟法における訴訟代理人としての弁護士、倒産法
における破産管財人や再生債務者などを取り上げ、日本における既存の法律と信
託法理との親和性を分析。解釈論への影響を考察する。

法律
同時アクセス1 25,740円 + 税
同時アクセス3 34,320円 + 税
分類◎324.82 件名◎信託法 オシ 443p
冊子版 978-4-641-13821-6 2019.12

*1031616159*
新基本民法 Nouveau droit civil fondamental 1 総則編 第2版
大村敦志
（おおむら・あつし）
著
有斐閣

大学の法学部における民法の教育・学習のためのテキスト。1は、民法総則を、
実質的な意味での契約法をなす「契約一般の法」と捉えるとともに、「基本原則と
基本概念の法」として把握できるよう解説する。法改正に完全対応。

法律
同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 6,270円 + 税
分類◎324 件名◎民法 オシ 265p
冊子版 978-4-641-13816-2 2019.11
DL不可

*1031434034*
新基本民法 Nouveau droit civil fondamental 4 債権編 第2版
大村敦志
（おおむら・あつし）
著
有斐閣

大学の法学部における民法の教育・学習のためのテキスト。4は、民法第3編債
権第1章総則を、契約によって成立した債権の実現に関する法ととらえ、社会が債
権の実現のためにいかなる法を持つべきかを解説する。法改正に対応。

法律
同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 6,270円 + 税
分類◎324 件名◎民法 オシ 234p
冊子版 978-4-641-13820-9 2019.12
DL不可

*1031533258*
新基本民法 Nouveau droit civil fondamental 5 契約編 第2版
大村敦志
（おおむら・あつし）
著
有斐閣

大学の法学部における民法の教育・学習のためのテキスト。5は、民法「第3編
第2章契約」を契約類型に着目し、「各種契約の法」として把握できるよう解説。
売買を中心に、契約法制のかたちを概観する。債権法改正に対応。

法律
同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 6,270円 + 税
分類◎324 件名◎民法 オシ 245p
冊子版 978-4-641-13831-5 2020.04
DL不可

*1031983383*
1002

新基本民法 Nouveau droit civil fondamental 6 不法行為編
第2版

大村敦志
（おおむら・あつし）
著
有斐閣

大学の法学部における民法の教育・学習のためのテキスト。6は、約定とならぶ債
権の発生原因である不法行為・不当利得・事務管理（= 法定債権）を、
「救済（あ
るいは責任）の法」として再構成することを試みる。法改正に対応。

性法・大学・民法学 ポスト司法制度改革の民法学
大村敦志
（おおむら・あつし）
著
有斐閣

時代・場所・視点によって異なる姿をみせる「droit naturel」。それをだれがどの
ようにして生成させるのか。社会法学的な民法学の伝統を発展させ、さらに法学の
枠を拡張させる試み。

法律
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎324 件名◎民法 オシ 205p
冊子版 978-4-641-13834-6 2020.04
DL不可

*1031983384*
法律
同時アクセス1 24,750円 + 税
同時アクセス3 33,000円 + 税
分類◎324.01 件名◎民法 オセ 321p
冊子版 978-4-641-13823-0 2019.12

*1031616158*
注釈日本国憲法 3 国民の権利及び義務（2）
・国会

〈有斐閣コンメンタール〉
長谷部恭男
（はせべ・やすお）
編
有斐閣

川岸令和
（かわぎし・のりかず）
著

憲法をめぐる最新の議論を踏まえた本格的コンメンタール。条文の成り立ちから最
新の判例・学説の動向に至るまでを、各条に即して注釈する。3は、日本国憲法
第3章の後半と、第4章を収録。

入門刑事手続法 第8版

法律
同時アクセス1 36,300円 + 税
同時アクセス3 48,400円 + 税
分類◎323.14 件名◎憲法－日本 ■チ
891p
冊子版 978-4-641-01798-6 2020.03

*1031873760*
法律

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎327.6 件名◎刑事訴訟法 ミニ
日本の刑事手続の制度・運用について、その概要を図表を用いてわかりやすく解説。 412p
裁判員裁判の実情を基軸に、刑事司法の「今」をビビッドに描き出すなど、統計、 冊子版 978-4-641-13943-5 2020.04
三井誠
（みつい・まこと）
著
有斐閣

酒巻匡
（さかまき・ただし）
著

判例・実務の動向を最新にした第8版。

DL不可

*1032310319*
物権 第2版 〈有斐閣ブックス 98 エッセンシャル 民法 2〉
永田眞三郎
（ながた・しんざぶろう）
著
有斐閣

松本恒雄
（まつもと・つねお）
著

はじめて物権法を学ぶひとのために、法制度の仕組みや基本的な内容を、具体的
なケースに即してわかりやすく解説した入門書。現代的な視点から書かれたコラム
や、多数の図表も掲載。債権法・相続法改正を織り込んだ第2版。

法律
同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎324.2 件名◎物権法 ■ブ 236p
冊子版 978-4-641-18444-2 2019.10
DL不可

*1031340525*
法の世界へ 第8版 〈有斐閣アルマ Interest〉
池田真朗
（いけだ・まさお）
著
有斐閣

犬伏由子
（いぬぶし・ゆきこ）
著

就職、結婚、契約、事故といった日常のトラブルから法学の基本をわかりやすく解
説した、初めて法律を学ぶ人のためのテキスト。成年年齢についての民法改正等、
最新の判例や立法の動向を織り込むとともに全体を見直した第8版。

法律
同時アクセス1 3,740円 + 税
同時アクセス3 5,610円 + 税
分類◎320.4 件名◎法律 ■ホ 299p
冊子版 978-4-641-22163-5 2020.03
DL不可

*1031814480*
法を学ぶ人のための文章作法

Writing Strategies for Those Studying Law
井田良
（いだ・まこと）
著
有斐閣

第2版

佐渡島紗織
（さどしま・さおり）
著

法律分野と国語教育分野の研究者がタッグを組み、法律家の文章に求められるも
のや、法的文章の形式的条件、基礎となる日本語の文章作法を丁寧に解説。練
習問題も収録する。

法律
同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 6,270円 + 税
分類◎320.7 件名◎法律学 ■ホ 216p
冊子版 978-4-641-12612-1 2019.12
DL不可

*1031616157*
1003

法学テキストの読み方

法律

同時アクセス1 2,640円 + 税
同時アクセス3 3,960円 + 税
分類◎320.7 件名◎法律学 オホ 114p
大学のテキストは高校までの教科書とどこが違うのですか ? テキストはどこで買えま 冊子版 978-4-641-12616-9 2020.04
大橋洋一
（おおはし・よういち）
著
有斐閣

すか ? 法律学習でのテキストの必要性、選び方・読み方から発展学習まで。法
律学の学び方を30の質問に答える形でガイドする。

DL不可

*1031814479*
民事執行・保全法 第6版 〈有斐閣アルマ Specialized〉

法律

同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎327.3 件名◎強制執行 ■ミ
金融機能と密接な関わりを持つ担保・執行制度を手続面で支える民事執行法・民 374p
事保全法をわかりやすく解説したテキスト。法改正、新判例・最新の実務動向を 冊子版 978-4-641-22153-6 2020.03
上原敏夫
（うえはら・としお）
著
有斐閣

長谷部由起子
（はせべ・ゆきこ）
著

織り込んだ第6版。

DL不可

*1031873765*
民事法入門 第8版 〈有斐閣アルマ Basic〉

法律

同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎324 件名◎民事法 ノミ 247p
特定の法律科目を学ぶ際には、その分野の概括的な知識を得ておくことが望ましい。 冊子版 978-4-641-22136-9 2019.11
野村豊弘
（のむら・とよひろ）
著
有斐閣

民法を中心に、商法・民事訴訟法にも言及して、民事法全体の骨組みを明快・コ
ンパクトに示した入門書。成年年齢などの改正に対応した第8版。

DL不可

*1031434033*
民法 2 物権 第4版補訂 〈有斐閣 Sシリーズ 13〉
淡路剛久
（あわじ・たけひさ）
著
有斐閣

鎌田薫
（かまた・かおる）
著

第一線の執筆陣によるスタンダード・テキスト。コンパクトな体裁の中に、必要か
つ充分な情報を網羅し、重要部分を明示して詳しく解説する。平成30年民法改正
に対応し、最新の裁判例なども追加した第4版補訂。

法律
同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 6,270円 + 税
分類◎324 件名◎民法 ■ミ 381p
冊子版 978-4-641-15953-2 2019.09
DL不可

*1031274422*
民法 2 物権 第3版 〈LEGAL QUEST〉

法律

同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎324 件名◎民法 ■ミ 418p
物権の基本的な概念・知識から具体的事例へ応用可能な理解までを得られるよう 冊子版 978-4-641-17942-4 2019.11
石田剛
（いしだ・たけし）
著
有斐閣

武川幸嗣
（むかわ・こうじ）
著

分析・解説したテキスト。物権法を取り巻く最新の動向や新判例を織り込んだ第3版。
平成30年民法改正に対応。

DL不可

*1031434035*
民法 親族・相続 第6版 〈有斐閣アルマ Basic〉
松川正毅
（まつかわ・ただき）
著
有斐閣

家族法の基礎知識について、判例理論をベースに、フランスの考え方との比較等
も織り込んでわかりやすく解説する。相続法・成年年齢・特別養子等の法改正に
対応した第6版。

法律
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎324.6 件名◎親族法 マミ 384p
冊子版 978-4-641-22140-6 2019.12
DL不可

*1031533259*
民法 総則・物権 第7版 〈有斐閣アルマ Basic〉
山野目章夫
（やまのめ・あきお）
著
有斐閣

社会生活を送る上で不可欠の存在である民法をわかりやすく、かつおもしろく解説す
る入門書。民法を楽しく学びつづけるためのアドバイスも収録。消費者契約法の
改正等、平成30（2018）年民法改正を織り込んだ第7版。

法律
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎324.1 件名◎民法－総則 ヤミ
260p
冊子版 978-4-641-22147-5 2020.02
DL不可

*1031616244*
1004

民法 5 事務管理・不当利得・不法行為 第2版

法律

〈LEGAL QUEST〉

橋本佳幸
（はしもと・よしゆき）
著
有斐閣

大久保邦彦
（おおくぼ・くにひこ）
著

事務管理・不当利得・不法行為を対象に、制度の基本的枠組みや主要な判例準
則の内容、それらの基礎にある考え方を解説し、問題点の所在や議論の対立状況
を的確に叙述する。練習問題も収録。法改正・重要判例に対応した第2版。

民法 7 親族・相続 第6版 〈有斐閣アルマ Specialized〉
高橋朋子
（たかはし・ともこ）
著
有斐閣

床谷文雄
（とこたに・ふみお）
著

社会生活の基本にある民法の骨格を、しっかり身につけることができるテキスト。図
表やケースを用い、親族法・相続法の基本的事項を平易に解説する。遺留分制
度の見直し等、家族法をとりまく最新の法状況を反映した第6版。

同時アクセス1 6,380円 + 税
同時アクセス3 9,570円 + 税
分類◎324 件名◎民法 ■ミ 363p
冊子版 978-4-641-17943-1 2020.03
DL不可

*1031873763*
法律
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎324 件名◎民法 ■ミ 467p
冊子版 978-4-641-22161-1 2020.03
DL不可

*1031873764*
民法概論 4 債権各論

法律

同時アクセス1 8,360円 + 税
同時アクセス3 12,540円 + 税
分類◎324 件名◎民法 ヤミ 520p
平成29年民法（債権関係）改正後の条文に基づき、契約法序説から不法行為ま 冊子版 978-4-641-13833-9 2020.04
山野目章夫
（やまのめ・あきお）
著
有斐閣

でを扱う。簡潔な体系的概説を基調としつつ、民法の理解を深め、民法への関心
を高めることに資する題材を展開する。

DL不可

*1031983382*
問題演習基本七法

憲法 / 行政法 / 民法 / 商法 / 民事訴訟法 / 刑法 / 刑事訴訟法

2019

法学教室編集室編
有斐閣

『法学教室』2018年4月号～2019年3月号掲載の演習をまとめたもの。7分野（憲法・
行政法・民法・商法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法）
、各12問の実戦的な設問と、
詳しい解説などを収録。各分野の論点索引つき。

イノベーションの歴史 日本の革新的企業家群像
橘川武郎
（きっかわ・たけお）
著
有斐閣

江戸から現代までに繰り広げられた企業家による革新的な経営行動をとらえ、日本
経済の礎を築いたイノベーターたちの生き様を描き出した書。彼らの成功への道筋
を浮き彫りにする。

法律
同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎320 件名◎法律 ■モ 182p
冊子版 978-4-641-12613-8 2019.12
DL不可

*1031616156*
経済
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎335.21 件名◎経営－歴史 キイ
268p
冊子版 978-4-641-16552-6 2019.11
DL不可

*1031434038*
オープン化戦略 境界を越えるイノベーション

経済

同時アクセス1 12,870円 + 税
同時アクセス3 17,160円 + 税
分類◎336.17 件名◎技術経営 ■オ
オープン・イノベーション、ビジネス・エコシステム、プラットフォーム、国際標準化など、 377p
企業活動のオープン化に関する議論が盛んになってきている。企業の従来の枠組 冊子版 978-4-641-16465-9 2017.12
安本雅典
（やすもと・まさのり）
編
有斐閣

真鍋誠司
（まなべ・せいじ）
編

みを超えた取組みに、戦略とマネジメントの視角から迫る。

*1031272451*
ベーシック経済法 独占禁止法入門
〈有斐閣アルマ Basic〉

第5版

経済

同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎335.57 件名◎独占禁止法 ■ベ
383p
経済活動の中心をなす独占禁止法のエッセンスを説き明かす入門書。学習のはじ 冊子版 978-4-641-22141-3 2020.03
川浜昇
（かわはま・のぼる）
著
有斐閣

瀬領真悟
（せりょう・しんご）
著

めに理解したい、「どうして独禁法違反行為は規制されるのか」「規制の全体像は
どうなっているのか」を、豊富なCaseとともに重点的に解説する。

DL不可

*1031873768*
1005

マクロ経済学 入門の「一歩前」から応用まで 新版

〈有斐閣ストゥディア〉

経済

同時アクセス1 5,060円 + 税
同時アクセス3 7,590円 + 税
平口良司
（ひらぐち・りょうじ）
著 稲葉大
（いなば・まさる）
著
分類◎331 件名◎マクロ経済学 ヒマ
有斐閣
306p
経済学の基礎をなす分野のひとつであるマクロ経済学を、入門の「一歩前」から 冊子版 978-4-641-15076-8 2020.04

応用まで丁寧に解説。実際の日本経済や国際経済の動向を通して、そのメカニズ
ムをわかりやすく説明する。練習問題、ウェブサポートつき。

ミクロ経済学って大体こんな感じです

DL不可

*1032310326*
経済

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎331 件名◎ミクロ経済学 タミ
「わかりやすさ」を最優先にしたミクロ経済学の入門書。全貌を最初に大づかみで 313p
きる構成や、消費者行動と生産者行動の両理論の対称性を明確にすることで効率 冊子版 978-4-641-16555-7 2019.12
竹内健蔵
（たけうち・けんぞう）
著
有斐閣

的に学べる。各章末に練習問題も収録。

DL不可

*1031533263*
ロビイングの政治社会学

NPO 法制定・改正をめぐる政策過程と社会運動

原田峻
（はらだ・しゅん）
著
有斐閣

近年、日本においても活発化してきた草の根のロビイング（ロビー活動）。特定非
営利活動促進法（NPO 法）の制定・改正をめぐる社会運動のロビイングの分析
を通して、政策過程と社会運動の動態的な相互作用を明らかにする。

関与と越境 日本企業再生の論理
軽部大
（かるべ・まさる）
著
有斐閣

長引く低迷を克服するには、直面する現実への関与のあり方を刷新し、摩擦を恐れ
ず越境を志向することが必要である。多様な視点と方法論から日本企業社会の本
源的課題を解明し、日本企業再生の道を示す。

経済
同時アクセス1 14,190円 + 税
同時アクセス3 18,920円 + 税
分類◎335.89 件名◎特定非営利活動
促進法 ハロ 332p
冊子版 978-4-641-17455-9 2020.03

*1032433704*
経済
同時アクセス1 13,860円 + 税
同時アクセス3 18,480円 + 税
分類◎335.21 件名◎企業－日本 カカ
305p
冊子版 978-4-641-16500-7 2017.04

*1032288269*
経済法 独占禁止法と競争政策 第9版

〈有斐閣アルマ Specialized〉
岸井大太郎
（きしい・だいたろう）
著
有斐閣

大槻文俊
（おおつき・ふみとし）
著

ダイナミズムに富んだ独占禁止法を、コンパクトかつわかりやすく解説。判決や審
決例を丁寧に紹介しながら、法規制の考え方や法運用を正確に説明・検討する。
確約手続の導入、課徴金減免の柔軟化といった動きを反映した第9版。

計量経済学 Econometrics：Statistical Data Analysis for
Empirical Economics 〈New Liberal Arts Selection〉

経済
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎335.57 件名◎独占禁止法 ■ケ
487p
冊子版 978-4-641-22151-2 2020.03
DL不可

*1032310323*
経済

同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎331.19 件名◎計量経済学 ■ケ
726p
確率・統計の基礎からミクロデータを用いた因果関係を識別するための手法、マク 冊子版 978-4-641-05385-4 2019.07
西山慶彦
（にしやま・よしひこ）
著
有斐閣

新谷元嗣
（しんたに・もとつぐ）
著

ロデータを用いた時系列分析手法までを、臨場感のある実証例とともに解説。練習
問題で用いるデータセット等をダウンロードできるQRコード付き。

現代大阪経済史 大都市産業集積の軌跡
沢井実
（さわい・みのる）
著
有斐閣

日本の製造業の行く末、日本経済の将来を見据えるために－。戦中・戦後から90
年代にかけての大阪経済を支えたものづくり産業の軌跡を追いつつ、地域経済政
策の実態を探究する。

DL不可

*1030990048*
経済
同時アクセス1 19,800円 + 税
同時アクセス3 26,400円 + 税
分類◎332.163 件名◎大阪府－経済－
歴史 サゲ 334p
冊子版 978-4-641-16549-6 2019.09

*1031137098*
1006

国際経済法 International Economic Law 第3版
中川淳司
（なかがわ・じゅんじ）
著
有斐閣

清水章雄
（しみず・あきお）
著

国際経済法を体系的かつ分かりやすく解説するテキスト。政府調達に関する協定
の改正、環太平洋 パートナーシップに関する包括的および先進的な協定（CPTPP
〈TPP11〉）などをフォローした第3版。

経済
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎333.6 件名◎国際経済法 ■コ
485p
冊子版 978-4-641-04683-2 2019.07
DL不可

*1030990046*
産業組織論 理論・戦略・政策を学ぶ

経済

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎335.3 件名◎産業構造 オサ
理解を深めるためのさまざまな仕掛けを施した、産業組織論のスタンダード・テキスト。 314p
基礎、戦略、政策を、理論・実証・事例研究という多彩なアプローチからバラン 冊子版 978-4-641-16553-3 2019.11
小田切宏之
（おだぎり・ひろゆき）
著
有斐閣

スよく解説する。練習問題も掲載。

DL不可

*1031340528*
条文から学ぶ独占禁止法

Antimonopoly Law：Text,Outline,and Cases

土田和博
（つちだ・かずひろ）
著
有斐閣

第2版

栗田誠
（くりた・まこと）
著

独占禁止法を条文に沿って学べるテキスト。各条文の内容を、関連する判例・審
決等を紹介しながら、丁寧に解説。条文相互の関係や隣接他分野なども取上げる。
折り込み式の「独占禁止法全体の見取り図」付き。法改正等に対応。

新しい人事労務管理 第6版 〈有斐閣アルマ Specialized〉

経済
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎335.57 件名◎独占禁止法 ■ジ
361p
冊子版 978-4-641-24314-9 2019.04
DL不可

*1030990047*
経済

同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎336.4 件名◎人事管理 ■ア
様々な課題を抱えつつ変化を続ける日本の企業や労働経済の制度・実態をしっかり 345p
と踏まえ、現代の人事労務管理の基本的な考え方と機能をわかりやすく解説する。 冊子版 978-4-641-22144-4 2019.12
佐藤博樹
（さとう・ひろき）
著
有斐閣

藤村博之
（ふじむら・ひろゆき）
著

労働法制の改正に加え、近年の雇用環境の変化をとらえた第6版。

DL不可

*1031533265*
戦略硬直化のスパイラル どうして企業は変われなくなるのか

経済

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 12,320円 + 税
分類◎336.1 件名◎経営計画 ナセ
変革が叫ばれる時代にあって、なぜ経営は同じ判断を繰り返し、危機に陥ってしま 222p
うのか。気鋭の経営学者が、多くの企業が抱える本当の問題「どうすれば変革で 冊子版 978-4-641-16547-2 2019.09
中川功一
（なかがわ・こういち）
著
有斐閣

きる土壌を育めるのか」を考える。

*1031137099*
組織学の生成と展開

経済

同時アクセス1 19,470円 + 税
同時アクセス3 25,960円 + 税
分類◎336.3 件名◎経営組織 キソ
システム論の視点から人間－組織－環境の相互関係を捉え、Organizing（組織化・ 368p
組織生成）の理論、Organized（構造化・構造統制）の理論、革新のプロセス 冊子版 978-4-641-16551-9 2019.11
岸田民樹
（きしだ・たみき）
著
有斐閣

の理論として体系化。組織学の確立に向けた第一歩。

*1031434037*
独禁法講義 第9版
白石忠志
（しらいし・ただし）
著
有斐閣

独禁法の基本構造を、図を交えてわかりやすく概説。さらに日本法における違反要
件を論じ、違反要件に与える影響の観点からエンフォースメントを検討する。令和
元年改正に対応した第9版。

経済
同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎335.57 件名◎独占禁止法 シド
256p
冊子版 978-4-641-24332-3 2020.03
DL不可

*1031616241*
1007

独禁法務の実践知 〈LAWYERS' KNOWLEDGE〉

経済

長澤哲也
（ながさわ・てつや）
著
有斐閣

どのようにすれば独禁法違反とならないのか。第一線で活躍する弁護士が、企業
活動において慎むべき行動に加え、競争の場で適切かつ積極果敢に戦略を立案・
遂行するための判断軸を提示する。

同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 16,720円 + 税
分類◎ 件名◎独占禁止法 ナド 430p
冊子版 978-4-641-13840-7 2020.06

*1032310322*
日本経済史

経済

武田晴人
（たけだ・はるひと）
著
有斐閣

明治維新と原始的蓄積、帝国主義的経済構造の形成、戦後改革と経済復興…。
19世紀の半ばから150年余りの日本における経済構造の変化を中心に解説する。
東京大学での講義をもとにした日本経済史のテキスト。

同時アクセス1 7,480円 + 税
同時アクセス3 11,220円 + 税
分類◎332.106 件名◎日本－経済－歴
史 タニ 446p
冊子版 978-4-641-16528-1 2019.03
DL不可

*1031340527*
入門・証券投資論 〈有斐閣ブックス 479〉
岸本直樹
（きしもと・なおき）
著
有斐閣

経済

池田昌幸
（いけだ・まさゆき）
著

証券投資に関する重要概念や計算方法を、文系学生を念頭に、数学や統計学の
初歩から丁寧に解説。証券取引の仕組みや、分析ツールの利用方法なども取り上
げる。練習問題も掲載。Web 教材が見られるQRコード付き。

同時アクセス1 7,480円 + 税
同時アクセス3 11,220円 + 税
分類◎338.15 件名◎証券市場 キニ
373p
冊子版 978-4-641-18447-3 2019.12
DL不可

*1031533264*
よくわかる税法入門 第14版 〈有斐閣選書 206〉

財政

同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎345.12 件名◎租税－法令 ミヨ
税理士・春香と後輩ゼミ生のやりとり、そして先生の解説の2部構成で、人々の日 382p
常生活に深く関わっている税法全体をわかりやすく鳥瞰する入門書。2020年から適 冊子版 978-4-641-28149-3 2020.03

三木義一
（みき・よしかず）
編著
有斐閣

用される基礎控除の引下げ等を反映した第14版。

DL不可

*1031873762*
信託課税研究の道標

財政

Milestones in Trust Taxation Research

中里実
（なかざと・みのる）
編著
有斐閣

渕圭吾
（ふち・けいご）
編著

信託課税の研究の成果をまとめた論文集。信託法理の生成を振り返るとともに、信
託の有する財産権の転換機能に伴って生じる課税上の諸問題および租税法理論の
新たな可能性を検討する16篇を収録する。

租税法 第2版 〈有斐閣アルマ Specialized〉
岡村忠生
（おかむら・ただお）
著
有斐閣

同時アクセス1 20,460円 + 税
同時アクセス3 27,280円 + 税
分類◎345.1 件名◎租税制度 ■シ
333p
冊子版 978-4-641-22770-5 2019.12

*1031533257*
財政

酒井貴子
（さかい・たかこ）
著

租税に関する基本的なルールとその考え方をわかりやすくコンパクトに解説。租税
総論から所得税・消費税・手続法までをあますところなく網羅する。2018・2019年
の法改正および2020年度の税制改正に対応した第2版。

同時アクセス1 5,060円 + 税
同時アクセス3 7,590円 + 税
分類◎345.12 件名◎租税－法令 ■ソ
323p
冊子版 978-4-641-22152-9 2020.03
DL不可

*1032310317*
租税法判例六法

Tax Law：Principal Statutes,Regulations,and Cases

中里実
（なかざと・みのる）
編
有斐閣

第4版

増井良啓
（ますい・よしひろ）
編

租税法に特化した判例付きの法令集。国税通則法、国税徴収法、所得税法、法
人税法、相続税法、消費税法を中心に収録。総論的に重要な判例は租税法総論
として独立の項目にまとめる。平成31年税制改正までを織り込んだ第4版。

1008

財政
同時アクセス1 9,570円 + 税
同時アクセス3 12,760円 + 税
分類◎ R345.12 件名◎租税－法令 ■ソ
512p
冊子版 978-4-641-00154-1 2019.07

*1031274419*

地方財政改革の現代史

Modern History of Local Public Finance Reform

財政

同時アクセス1 12,210円 + 税
同時アクセス3 16,280円 + 税
小西砂千夫
（こにし・さちお）
著
分類◎349.21 件名◎地方財政－日本 コ
有斐閣
チ 320p
平成の改革は何をもたらしたのか。地方財政に関する諸改革について、戦後の制 冊子版 978-4-641-16563-2 2020.04

度形成の過程を振り返り、その底流にある考え方を掘り起こして、「統治の知恵」
の重要性を指摘する。

地方財政健全化法とガバナンスの経済学
制度本格施行後10年での実証的評価

*1031983391*
財政

同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 16,720円 + 税
赤井伸郎
（あかい・のぶお）
著 石川達哉
（いしかわ・たつや）
著
分類◎349.21 件名◎地方財政－日本 ア
有斐閣
チ 396p
本格施行から10年を迎えた地方財政健全化法は、個別自治体の財政健全化に寄 冊子版 978-4-641-16545-8 2019.07

与したのか ? 制度の丁寧な解説と共に、データ・事例の丹念な考察と緻密な実証
分析により、同法のガバナンス効果を解明。今後の課題を提示する。

「同一労働同一賃金」のすべて 新版

*1030990049*
社会

同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 11,440円 + 税
分類◎366.4 件名◎賃金政策 ミド 318p
「働き方改革」の要、「同一労働同一賃金」 改革の背景と具体的な内容をわかり 冊子版 978-4-641-24324-8 2019.09
水町勇一郎
（みずまち・ゆういちろう）
著
有斐閣

やすく解説する。
「働き方改革関連法」成立などを踏まえて内容をアップデートしつつ、
改正法の内容をQ＆A 方式で説明した新版。

*1031274423*
21世紀家族へ 家族の戦後体制の見かた・超えかた 第4版

〈有斐閣選書 1613〉

落合恵美子
（おちあい・えみこ）
著
有斐閣

「家族の戦後体制」というキーワードで日本の家族を解き明かし、21世紀の家族像
を描き出した初版から四半世紀。2つの章を追加し、21世紀初頭の現実をいかにと
らえ、今後の展望につなげることができるのかを論じた第4版。

はじめての社会保障 福祉を学ぶ人へ 第17版

〈有斐閣アルマ Basic〉
椋野美智子
（むくの・みちこ）
著
有斐閣

田中耕太郎
（たなか・こうたろう）
著

誰を対象とする制度か、給付されるのは何か、その費用は誰が払っているのかなど、
社会保障制度の構造を立体的に理解できるよう工夫した入門テキスト。2019年中
の法改正・最新のデータに対応した第17版。

ベーシック労働法 第8版 〈有斐閣アルマ Basic〉

社会
同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 6,270円 + 税
分類◎367.3 件名◎家族 オニ 316p
冊子版 978-4-641-28146-2 2019.10
DL不可

*1031340529*
社会
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎364 件名◎社会保障 ムハ 316p
冊子版 978-4-641-22164-2 2020.03
DL不可

*1031814485*
社会

同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 6,270円 + 税
分類◎366.14 件名◎労働法 ■ベ
はじめて労働法を学ぶ人に向け、図や表を多様に使い、労働法の全体像をわかり 325p
やすく解説する。「働き方改革関連法」などの新たな動きに対応した第8版。見返 冊子版 978-4-641-22155-0 2020.03
浜村彰
（はまむら・あきら）
著
有斐閣

唐津博
（からつ・ひろし）
著

しに図あり。

DL不可

*1031873766*
よくわかる社会保障法 Understanding Social Security Law
第2版

西村健一郎
（にしむら・けんいちろう）
編
有斐閣

水島郁子
（みずしま・いくこ）
編

先生と4人の学生が織りなす会話形式で学ぶ社会保障法のテキスト。社会保障法
のしくみを実務的な論点を盛り込んで解説する。2015～2018年の法律の施行状況、
法改正や裁判例を織り込んだ第2版。

社会
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎364 件名◎社会保障－法令 ■ヨ
324p
冊子版 978-4-641-24316-3 2019.03
DL不可

*1031872974*
1009

社会心理学

Social Psychology：Active Social Animals in Multilayered
Constraints 補訂版 〈New Liberal Arts Selection〉

池田謙一
（いけだ・けんいち）
著
有斐閣

唐沢穣
（からさわ・みのる）
著

現代の幅広い社会的事象や問題に対し、構造的な洞察力を養うためのテキスト。
社会心理学の基本的知識・理論のみならず、関連領域にまたがる応用的知見もふ
んだんに取り込み、図表やイラストを用いながら丁寧に解説する。

社会的排除 ―参加の欠如・不確かな帰属―
（有斐閣Ｉ
ｎｓ
ｉ
ｇ
ｈ
ｔ）
（※）
岩田 正美
有斐閣

ホームレスやネットカフェ難民，長期失業の若者や日雇い派遣など，福祉国家の制
度からこぼれ落ち，呻吟する人々。彼らはなぜ，
どのようにその拠り所を失ったのか。
貧困研究の第一人者が「社会的排除」概念の意味と役割をクリアに示し，日本の
リアリティに鋭く迫る。

社会的排除 ―参加の欠如・不確かな帰属―【スマホ・読上】
（有斐閣Ｉ
ｎｓ
ｉ
ｇｈ
ｔ）
（※）
岩田 正美
有斐閣

ホームレスやネットカフェ難民，長期失業の若者や日雇い派遣など，福祉国家の制
度からこぼれ落ち，呻吟する人々。彼らはなぜ，
どのようにその拠り所を失ったのか。
貧困研究の第一人者が「社会的排除」概念の意味と役割をクリアに示し，日本の
リアリティに鋭く迫る。

社会福祉をつかむ 第3版 〈TEXTBOOKS TSUKAMU〉

社会
同時アクセス1 7,040円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎361.4 件名◎社会心理学 ■シ
482p
冊子版 978-4-641-05387-8 2019.03
DL不可

*1031137100*
社会
同時アクセス1 3,740円 + 税
同時アクセス3 5,610円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-641-17803-8

2008

DL不可

*1031314159*
社会
同時アクセス1 3,740円 + 税
同時アクセス3 5,610円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-641-17803-8

2008

DL不可 EPUB

*1031314164*
社会

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎369 件名◎社会福祉 イシ 287p
人を援助するとはどういうことか。「制度・政策」と「援助論」という福祉の両輪を 冊子版 978-4-641-17727-7 2019.12
稲沢公一
（いなざわ・こういち）
著
有斐閣

岩崎晋也
（いわさき・しんや）
著

コンパクトにまとめた入門書。社会福祉の各領域をつなぎ、その核心をつかむため
の手がかりを提示する。最新の政策動向や統計を反映した第3版。

DL不可

*1031533266*
社会福祉政策 原理と展開 第4版

〈有斐閣アルマ Specialized〉
坂田周一
（さかた・しゅういち）
著
有斐閣

さまざまな社会福祉の課題を「ヒューマンニード」という基本視点からとらえなおし、
政治、経済、社会の文脈に位置づけて考えるテキスト。社会政策の一部としての
社会福祉政策を明快に整理する。法改正などを盛り込んだ第4版。

潜在認知の次元 しなやかで頑健な社会をめざして

社会
同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎369.11 件名◎社会福祉 サシ
325p
冊子版 978-4-641-22159-8 2020.03
DL不可

*1031873771*
社会

同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎361.4 件名◎社会心理学 シセ
想定外を乗り越える社会とは? ヒトの本性である潜在認知を長年研究した著者が、 192,4p
原発問題など実社会の現代的問題に対し、
「心理リアリティ」「シェアド・リアリティ」 冊子版 978-4-641-17447-4 2019.07
下條信輔
（しもじょう・しんすけ）
著
有斐閣

といった「逆応用科学」からのアプローチを提案する。

DL不可

*1030990050*
地域福祉マネジメント 地域福祉と包括的支援体制
平野隆之
（ひらの・たかゆき）
著
有斐閣

自治体は地域住民や多様な機関との協働による地域福祉をいかに実現するかが求
められている。そのためのツールとして自治体行政による「地域福祉マネジメント」
を提唱し、事例研究などにより、その可能性を明らかにする。

社会
同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎369.11 件名◎地域福祉 ヒチ
220p
冊子版 978-4-641-17457-3 2020.03
DL不可

*1031873770*
1010

福祉政治 ―日本の生活保障とデモクラシー―
（有斐閣Ｉ
ｎｓ
ｉ
ｇｈ
ｔ）
（※）
宮本 太郎
有斐閣

福祉国家のあり方が問い直される中で，社会保障や福祉が政治的争点の中心にせ
りあがってきている。福祉政治は生活保障やデモクラシーのあり方をどう変えるのか。
福祉政治分析の理論を整理し，併せて1960年代以降の日本を中心に福祉政治の
展開を考察する。

福祉政治 ―日本の生活保障とデモクラシー―【スマホ・読上】
（有斐閣Ｉ
ｎｓ
ｉ
ｇｈ
ｔ）
（※）
宮本 太郎
有斐閣

福祉国家のあり方が問い直される中で，社会保障や福祉が政治的争点の中心にせ
りあがってきている。福祉政治は生活保障やデモクラシーのあり方をどう変えるのか。
福祉政治分析の理論を整理し，併せて1960年代以降の日本を中心に福祉政治の
展開を考察する。

法人格を越えた労働法規制の可能性と限界
個別的労働関係法を対象とした日独米比較法研究

土岐将仁
（とき・まさひと）
著
有斐閣

労働契約上の使用者以外の第三者も、資本関係・企業間契約を通して使用者に
影響を与えることがある。労働法規制の名宛人は誰かという観点から、比較法的
分析を基礎とし、第三者に法規制を及ぼすことの可能性と限界を探究する。

労働法 LABOR AND EMPLOYMENT LAW 第8版
水町勇一郎
（みずまち・ゆういちろう）
著
有斐閣

労働法全体を体系的に整理し、具体的な事例をあげ、わかりやすく解説。それぞ
れの論点では法的思考の起点となる各条文・法理の趣旨と根拠を明らかにし、結
論への道筋を理論的に叙述する。近時の法令改正に対応した第8版。

社会
同時アクセス1 3,740円 + 税
同時アクセス3 5,610円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-641-17802-1

2008

DL不可

*1031314160*
社会
同時アクセス1 3,740円 + 税
同時アクセス3 5,610円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-641-17802-1

2008

DL不可 EPUB

*1031314165*
社会
同時アクセス1 16,940円 + 税
同時アクセス3 25,410円 + 税
分類◎366.14 件名◎労働法 トホ 400p
冊子版 978-4-641-24334-7 2020.03
DL不可

*1031983385*
社会
同時アクセス1 7,040円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎366.14 件名◎労働法 ミロ 489p
冊子版 978-4-641-24336-1 2020.03
DL不可

*1031814484*
労働法 第6版 〈有斐閣アルマ Specialized〉

社会

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎366.14 件名◎労働法 ■ロ
労働をとりまく諸条件とともにダイナミックに変化する労働法の現在を反映したスタン 534p
ダード・テキスト。労働にまつわる問題の現状や課題を知り、法的視点から主体的 冊子版 978-4-641-22158-1 2020.04
浅倉むつ子
（あさくら・むつこ）
著
有斐閣

島田陽一
（しまだ・よういち）
著

に考えられるよう、わかりやすく叙述する。

DL不可

*1031983386*
労働法 Labor and Employment Law 第4版
荒木尚志
（あらき・たかし）
著
有斐閣

労働法の理論的体系書。最先端の学説状況と裁判例の的確な分析に基づき安定
した解釈論を提示するとともに、今後の労働法政策についても展望する。同一労
働同一賃金、パワハラ防止措置の義務化などの改正に対応した第4版。

社会
同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎ 件名◎労働法 アロ 898p
冊子版 978-4-641-24317-0 2020.06
DL不可

*1032310321*
労働法実務使用者側の実践知

〈LAWYERS' KNOWLEDGE〉
岡芹健夫
（おかぜり・たけお）
著
有斐閣

使用者側弁護士として押さえるべきポイントとは。第一線で活躍中の弁護士が、そ
の実務を支える技を網羅的に披露。クライアントへの法的アドバイス、受任後の
初動対応、キーとなる類似裁判例の見つけ方・読み方等を解説する。

社会
同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 16,720円 + 税
分類◎366.14 件名◎労働法 オロ 464p
冊子版 978-4-641-24326-2 2019.12

*1031873767*
1011

アカデミック・スキル 入門 大学での学びをアクティブにする
新版 〈有斐閣ブックス 698〉

伊藤奈賀子
（いとう・ながこ）
編
有斐閣

中島祥子
（なかじま・さちこ）
編

大学での学び方を習得するための初年次教育用ワークブック。作業やグループで
の協働を通じて「学ぶ・書く・表現する技術（アカデミック・スキル）」が身につく。
ワークシート、モデル・レポートはウェブサイトから入手できる。

やさしい教育心理学 第5版 〈有斐閣アルマ Interest〉

教育
同時アクセス1 5,060円 + 税
同時アクセス3 7,590円 + 税
分類◎377.15 件名◎大学 ■ア 278p
冊子版 978-4-641-18445-9 2019.03
DL不可

*1031866391*
教育

同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 6,270円 + 税
分類◎371.4 件名◎教育心理学 カヤ
教育心理学の基本的な事柄について、図表やコラムを豊富に用いて丁寧にわかり 308p
やすく解説。心理学的なものの見方、考え方が理解・把握できるように工夫した入 冊子版 978-4-641-22146-8 2019.12
鎌原雅彦
（かんばら・まさひこ）
著
有斐閣

竹綱誠一郎
（たけつな・せいいちろう）
著

門テキスト。「いじめ」「不登校」の統計データを刷新した第5版。

DL不可

*1031533267*
新・育ちあう乳幼児心理学 保育実践とともに未来へ

〈有斐閣コンパクト〉

教育

同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎376.11 件名◎乳幼児心理学 ■
シ 303p
保育にかかわるすべての人に向けた、乳幼児心理学のテキスト。保育や生活のな 冊子版 978-4-641-17451-1 2019.12
心理科学研究会編
有斐閣

かで子どもたちがみせる具体的なエピソードを出発点に、「育ちあい」のプロセス
を通して、乳幼児の発達を捉える視点をまとめる。

大学生のストレスマネジメント 自助の力と援助の力
齋藤憲司
（さいとう・けんじ）
著
有斐閣

石垣琢麿
（いしがき・たくま）
著

学業の悩み、生活習慣の乱れ、対人関係、恋愛…。青年期や学生時代に特有
な課題を抽出し、その対処法を「ストレスマネジメント」という現代心理学のテー
マに沿って、具体的に紹介する。補足資料を利用できるQRコード付き。

DL不可

*1031616164*
教育
同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎377.9 件名◎学生 ■ダ 230p
冊子版 978-4-641-17456-6 2020.04
DL不可

*1031814486*
大学生の学び・入門 ―大学での勉強は役に立つ！―
（有斐
閣アルマ）
（※）
溝上 慎一
有斐閣

大学生はどう勉強すればよいのか。大学教育は役に立つのか。大学生の勉強（学
び）のあり方を認識と行動の2つの次元から解説する。目指すべき勉強を「自分な
りの見方や考え方をもつ」「自分を発展させる勉強」ととらえることで，新しい学びの
世界が広がる
！

大学生の学び・入門 ―大学での勉強は役に立つ！―【スマ
ホ・読上】
（ 有斐閣アルマ）
（※）
溝上 慎一
有斐閣

大学生はどう勉強すればよいのか。大学教育は役に立つのか。大学生の勉強（学
び）のあり方を認識と行動の2つの次元から解説する。目指すべき勉強を「自分な
りの見方や考え方をもつ」「自分を発展させる勉強」ととらえることで，新しい学びの
世界が広がる
！

知財の理論 A Theory of Intellectual Property
田村善之
（たむら・よしゆき）
著
有斐閣

「知的財産」「知的創作物」とはなにか、法はそれらをどう扱うのか。知的財産法
政策を様々な法分野との関係性や、学際的な視点から論考。特許法や著作権法
の現代的課題の議論を経て、新しい知的財産法学の潮流を展望する。

教育
同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-641-12282-6

*1031314157*
教育
同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-641-12282-6

2006

DL不可 EPUB

*1031314162*
技術、工学
同時アクセス1 32,340円 + 税
同時アクセス3 43,120円 + 税
分類◎507.2 件名◎知的財産権 タチ
501p
冊子版 978-4-641-24325-5 2019.12

*1031616160*
1012

2006

DL不可

知的財産法 第9版 〈有斐閣アルマ Specialized〉
角田政芳
（すみだ・まさよし）
著
有斐閣

辰巳直彦
（たつみ・なおひこ）
著

知的財産法全体の概要をコンパクトに収めたテキスト。学習者が理解しにくい概
念等を重点的に解説し、関連トピックなどを紹介したコラムも掲載。特許法、意匠
法、著作権法等の法改正に対応し、重要新判例も盛り込んだ第9版。

技術、工学
同時アクセス1 6,380円 + 税
同時アクセス3 9,570円 + 税
分類◎507.2 件名◎知的財産権 スチ
560p
冊子版 978-4-641-22166-6 2020.04
DL不可

*1031983388*
特許法・著作権法 Patent Law and Copyright Law 第2版
小泉直樹
（こいずみ・なおき）
著
有斐閣

知的財産法の中心分野である特許法と著作権法の基礎を解説するテキスト。条文
の基本的知識を身につけ、重要判例のルールを理解したうえで、問題の道筋を見
極める力を養う。

技術、工学
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎507.23 件名◎特許 コト 240p
冊子版 978-4-641-24337-8 2020.04
DL不可

*1031983387*
入門知的財産法

An Introduction to Intellectual Property Law

平嶋竜太
（ひらしま・りゅうた）
著
有斐閣

第2版

宮脇正晴
（みやわき・まさはる）
著

知的財産法のエッセンスを一冊に凝縮。メリハリのきいた叙述で、知的財産法の
骨格となる重要事項を制度趣旨から丁寧に解説する。図表やイラスト、具体例も
豊富に掲載。近年の法改正、重要判例を織り込んだ第2版。

環境条約交渉の政治学 なぜ水俣条約は合意に至ったのか

技術、工学
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎507.2 件名◎知的財産権 ■ニ
347p
冊子版 978-4-641-24335-4 2020.03
DL不可

*1031983389*
建設工学、土木工学

同時アクセス1 15,840円 + 税
同時アクセス3 21,120円 + 税
分類◎519.12 件名◎水俣条約 ウカ
2013年に国際会議で採択された水俣条約の交渉過程を分析。条約交渉において、 248p
問題の解決に有効な制度と各国が政治的に合意可能な制度とを一致させるには、 冊子版 978-4-641-14932-8 2019.09
宇治梓紗
（うじ・あずさ）
著
有斐閣

どのような要因が重要なのかを明らかにする。

*1031274425*
環境法入門 第4版 〈有斐閣アルマ Basic〉
交告尚史
（こうけつ・ひさし）
著
有斐閣

臼杵知史
（うすき・ともひと）
著

環境を保護する意義から、環境保護のための条約・法律・諸制度のしくみまで、わ
かりやすくコンパクトに解説。環境法の全体像がつかめるテキスト。法改正・制度
変更等をフォローした第4版。環境年表付き。

建設工学、土木工学
同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 6,270円 + 税
分類◎519.12 件名◎環境問題－法令
■カ 302p
冊子版 978-4-641-22162-8 2020.03
DL不可

*1031983381*
イノベーションを生む“ 改善 ”

自動車工場の改善活動と全社の組織設計

岩尾俊兵
（いわお・しゅんぺい）
著
有斐閣

品質、コスト、納期、フレキシビリティ向上を目指す現場の取り組みは、競争力の
源泉か、変革の阻害要因か。自動車工場の改善活動の多様な実態を明らかにし、
大規模イノベーションにつながる可能性とそのための組織を探究する。

わかりやすいマーケティング戦略 新版 【スマホ・読上】
（有
斐閣アルマ）
（※）
沼上 幹
有斐閣

論理的にじっくり考えることの大切さを学ぶことができる好評テキストの基本はそのま
まに，改訂では一部のケースやデータを新しくし，初版刊行後の経営戦略論の変化
を盛り込んだ。成熟市場における共生のあり方も考える。（二色刷）

機械工学
同時アクセス1 14,520円 + 税
同時アクセス3 19,360円 + 税
分類◎537.09 件名◎自動車工業 イイ
284p
冊子版 978-4-641-16557-1 2019.12

*1031616163*
商業
同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 6,270円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-641-12355-7

2008

DL不可 EPUB

*1031314163*
1013

わかりやすいマーケティング戦略 新版
（有斐閣アルマ）
（※）

商業

同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 6,270円 + 税
分類◎
論理的にじっくり考えることの大切さを学ぶことができる好評テキストの基本はそのま 冊子版 978-4-641-12355-7
沼上 幹
有斐閣

まに，改訂では一部のケースやデータを新しくし，初版刊行後の経営戦略論の変化
を盛り込んだ。成熟市場における共生のあり方も考える。（二色刷）

2008

DL不可

*1031314158*
自由貿易はなぜ必要なのか Why We Need Free Trade

商業

同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 10,120円 + 税
分類◎ 件名◎自由貿易地域 ムジ
保護主義、関税引き上げ、貿易戦争…自由貿易の利益は、それがなくなるまで気 254,13p
づくことはできないのか ? 日常生活との関わりの中から自由貿易のメリットとデメリット 冊子版 978-4-641-16567-0 2020.06
椋寛
（むくのき・ひろし）
著
有斐閣

を整理し、その是非を問い直す。

*1032433703*
不正競争防止法

UNFAIR COMPETITION PREVENTION LAW

第2版

商業

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎671.3 件名◎不正競争防止法 ■
フ 223p
不正競争防止法の基本をわかりやすく解説した入門テキスト。各項目の冒頭に要 冊子版 978-4-641-24320-0 2019.09
茶園成樹
（ちゃえん・しげき）
編
有斐閣

点を示し、実際に問題となる事例も紹介する。用語解説、不正競争防止法と密接
な関係を有する独占禁止法の概要も掲載。法改正等に対応した第2版。

1014

DL不可

*1031274424*

洋學社
ハンズオンによる小児脳波判読の手引き
読んでみよう! デジタル 脳波

秋山倫之
（あきやま・ともゆき）
著
洋學社

脳波を読んだ経験があまりない初心者に向けた、小児脳波判読の手引き。脳波の
基本を解説し、実際の症例を教材とした脳波の判読の実践も収録。Windows 専
用脳波ビューワDVD-ROM 付き。

医師事務作業補助者のための32時間教本

くりかえし読んでほしい解説書

改訂第2版

小林利彦
（こばやし・としひこ）
著
洋學社

医師事務作業補助者に向けて、病院の中の状況や医療の流れなどを32時間（32
章）のプログラム構成で分かりやすく解説した教本。チェック欄あり。巻末に書き
込んで使う修了証明書付き。2018年度診療報酬改定に対応。

医師事務作業補助者のための32時間教本

くりかえし読んでほしい解説書

改訂第3版

小林利彦
（こばやし・としひこ）
著
洋學社

医師事務作業補助者に向けて、病院の中の状況や医療の流れなどを32時間（32
章）のプログラム構成で分かりやすく解説した教本。チェック欄あり。巻末に書き
込んで使う修了証明書付き。2020年度診療報酬改定に対応。

医師事務作業補助者のための実務 Q＆A80
重要課題をピックアップ !

小林利彦
（こばやし・としひこ）
著
洋學社

医師事務作業補助者は、医療機関のどんな部署や場所で働くのでしょうか ?「代行
入力」とは、どういった行為を指すのでしょうか ? 医師事務作業補助者に役立つ内
容を、重要課題を中心にQ＆A 形式で解説する。

医療事務概論 病院で働く人のみちしるべ

医学
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 23,100円 + 税
分類◎493.92 件名◎小児科学 アハ
178p
冊子版 978-4-908296-12-3 2018.09

*1031329051*
医学
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎498.163 件名◎病院管理 コイ
208p
冊子版 978-4-908296-13-0 2018.10

*1031329052*
医学
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎ 件名◎病院管理 コイ 209p
冊子版 978-4-908296-16-1 2020.09

*1032421413*
医学
同時アクセス1 3,432円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎498.163 件名◎病院管理 コイ
193p
冊子版 978-4-908296-15-4 2019.10

*1031329053*
医学

同時アクセス1 3,828円 + 税
同時アクセス3 9,570円 + 税
分類◎498.163 件名◎医療事務 コイ
病院やクリニックで働く事務職員に向け、500床規模の基幹病院を想定し、医療 153p
事務部門の組織体制や諸機能、
ならびに具体的な業務等を図表を交えて解説する。 冊子版 978-4-908296-10-9 2018.04
小林利彦
（こばやし・としひこ）
著
洋學社

コラムも掲載。

*1031329050*
村田流リウマチ性疾患の読影法
手 , 頚椎 , 腰椎 , 骨盤 , 足の XPから

村田紀和
（むらた・のりかず）
著
洋學社

関節部位別にX 線像（XP）の正常像を示し、次いでリウマチ性疾患にみられる
骨、関節などの変化について早期例を中心に提示し、読影ポイントを解説。また、
疾患ごとに特徴的・典型的なXPを提示し、読影ポイントをまとめる。

医学
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎493.6 件名◎リウマチ ムム 345p
冊子版 978-4-908296-09-3 2017.12

*1031329049*

1015

羊土社
科研費獲得の方法とコツ

実例とポイントでわかる申請書の書き方と応募戦略

改訂第7版

児島将康
（こじま・まさやす）
著
羊土社

申請書の書き方を中心に、応募戦略から採択・不採択後の対応まで、科学研究
費補助金（科研費）を獲得するためのポイントやノウハウを、申請書の実例を示
して解説する。書きこみ式の To Do＆Checkリストも掲載。

ポスドクの流儀

悩みを解きほぐして今日から行動するためのチェックリスト

教育
同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 25,080円 + 税
分類◎ 件名◎研究助成金 コカ 298p
冊子版 978-4-7581-2107-1 2020.09

*1031986220*
自然科学

同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 21,120円 + 税
Liz Elvidge 著 Carol Spencely 著
分類◎407 件名◎科学技術研究 ■ポ
羊土社
261p
ポスドクが直面するさまざまな問題を解決するための実践書。研究責任者（PI）と 冊子版 978-4-7581-2104-0 2020.03

の関係、効果的な人脈形成の要点、研究の多様性、履歴書の書き方などについて、
ポスドク経験者たちの成功例・失敗例から学べる。

みなか先生といっしょに統計学の王国を歩いてみよう
情報の海と推論の山を越える翼をアナタに!

三中信宏
（みなか・のぶひろ）
著
羊土社

みなか先生が、統計学の数理や理論ではなく、「ものの考え方」としての統計的思
考の本質を語る。生物統計学へのお誘い本もコメント付きで紹介。『実験医学』
連載の「統計の落とし穴と蜘蛛の糸」に加筆・修正して単行本化。

Rをはじめよう生命科学のための RStudio 入門

*1031533324*
数学
同時アクセス1 5,060円 + 税
同時アクセス3 10,120円 + 税
分類◎417 件名◎数理統計学 ミミ 187p
冊子版 978-4-7581-2058-6 2015.06

*1031760395*
生物科学、一般生物学

同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎460.7 件名◎生命科学 ■ア
RとRStudioを使って実習することで、生命科学分野の統計解析法の基礎的なステッ 253p
プ が身につく一冊。R の基礎知識、データの読み込み方、統計解析の手順、一 冊子版 978-4-7581-2095-1 2019.03
Andrew P.Beckerman 著
羊土社

Dylan Z.Childs 著

般化線形モデルの使い方等をわかりやすく解説。

*1031873857*
ゲノム編集実験スタンダード 完全版

生物科学、一般生物学

同時アクセス1 22,440円 + 税
同時アクセス3 44,880円 + 税
分類◎467.25 件名◎遺伝子工学 ■ゲ
医学・生命科学・農林水産学での遺伝子操作に欠かせない実験技術を徹底解説。 382p
国内外で開発が続く各種 CRISPR-Cas 関連ツールの入手・作製法と、様々な生 冊子版 978-4-7581-2244-3 2019.12
山本卓
（やまもと・たかし）
編集
羊土社

佐久間哲史
（さくま・てつし）
編集

物種での詳細なプロトコールを網羅。

*1031434080*
発光イメージング実験ガイド 機能イメージングから細胞・組織・

生物科学、一般生物学

個体まで蛍光で観えないものを観る! 〈最強のステップ UPシリーズ〉

同時アクセス1 19,140円 + 税
同時アクセス3 38,280円 + 税
永井健治
（ながい・たけはる）
編集 小澤岳昌
（おざわ・たけあき）
編集
分類◎463.07 件名◎細胞学－実験 ■
羊土社
ハ 222p
より明るく細胞レベルの観察も可能になった発光イメージング。発光イメージングを 冊子版 978-4-7581-2240-5 2019.10

広く普及させることを目的に、発光の基本知識からイメージングを行う上での準備・
方法、さらには実際のイメージング例まで紹介する。

128症例で身につける臨床薬学 ハンドブック

薬物治療の考え方と服薬指導のポイント 改訂第3版

越前宏俊
（えちぜん・ひろとし）
編
羊土社

鈴木孝
（すずき・たかし）
編

薬剤師が押さえておくべき128症例を網羅し、臨床現場で必要な内容を厳選。病
態と処方の根拠をしっかり解説する。薬学部生の実務実習や国試対策、薬剤師の
臨床推論力アップに役立つ書。

1016

*1031137178*
医学
同時アクセス1 12,870円 + 税
同時アクセス3 25,740円 + 税
分類◎492.3 件名◎化学療法 ■ヒ
476p
冊子版 978-4-7581-0941-3 2019.10

*1031274483*

ABC of 医療プロフェッショナリズム
Nicola Cooper 編
羊土社

Anna Frain 編

臨床家が自身の健康をケアしたうえでプロフェッショナリズムを維持し、患者中心の
医療を提供していくためにはどうすればよいのか。近年の医療状況を鑑みたうえでの
プロフェッショナリズムの課題を整理する。

医学
同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎498.14 件名◎医師 ■エ 150p
冊子版 978-4-7581-1869-9 2020.03

*1031533323*
ABC of 臨床コミュニケーション

医療をスムーズにする“ 伝える/ 聞き取る” 技術

Nicola Cooper 編
羊土社

John Frain 編

基本となる診察のモデルと、相手に合わせて適切に情報を伝え、引き出す技術が
学べる臨床コミュニケーションのテキスト。終末期など難しい診察でのコミュニケーショ
ン、チーム医療、記録の書き方等、あらゆる状況をフォロー。

CT 読影レポート、この画像どう書く?

解剖・所見の基礎知識と、よくみる疾患のレポート記載例

医学
同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎492 件名◎臨床医学 ■エ 143p
冊子版 978-4-7581-1870-5 2020.04

*1031814545*
医学

同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 25,080円 + 税
分類◎492.43 件名◎コンピュータ断層
撮影 オシ 237p
「読影レポートの書き方がわからない、もっと的確に書きたい」という初学者に向けて、 冊子版 978-4-7581-1191-1 2019.12
小黒草太
（おぐろ・そうた）
著
羊土社

読影に最小限必要な解剖・所見の基礎知識を臓器ごとに解説し、CT 読影レポー
トの記載例を140例以上掲載する。

Dr. ヤンデルの臨床に役立つ消化管病理

臨床像・病理像の徹底対比で病変の本質を見抜く!

市原真
（いちはら・しん）
著
羊土社

大腸と胃の病理像の見かた・考え方を軽妙な語り口でやさしく解説。肉眼写真をと
ことん読み込み、内視鏡像と病理像を丁寧に対比することで病変の成り立ちや特徴
がよくわかる。

ECMO 実践 ハンドブック 世界標準の成人 ECMO 管理
Alain Vuylsteke 著
羊土社

Daniel Brodie 著

世界的なエキスパートたちが、現在の ECMO 管理のスタンダードをわかりやすく解
説。回路の構成や患者の選定、カニューレの挿入・抜去など、臨床で必要な事項
をコンパクトにまとめる。

*1031340593*
医学
同時アクセス1 20,460円 + 税
同時アクセス3 40,920円 + 税
分類◎493.4 件名◎消化器病 イド 282p
冊子版 978-4-7581-1069-3 2020.04

*1031670325*
医学
同時アクセス1 14,850円 + 税
同時アクセス3 29,700円 + 税
分類◎492.28 件名◎人工呼吸器 ■エ
199p
冊子版 978-4-7581-1861-3 2020.02

*1031533322*
あらゆる診療科で役立つアトピー性皮膚炎アトラス

典型疹から間違えやすい皮疹まで243点の症例写真で「これってアト
ピー? 」に答える!
出来尾格
（できお・いたる）
著
羊土社

アトピー性皮膚炎に典型的な皮疹、合併しやすい皮膚疾患、アトピー性皮膚炎と
間違えやすい皮疹など、243点の症例写真を掲載。皮疹の表現や病態との関連、
診察のポイントなどを解説する。

エキスパートが教える輸液・栄養剤選択の考え方

メディカルスタッフが知りたかった
『なぜ ? 』
佐々木雅也
（ささき・まさや）
監修
羊土社

滋賀医科大学医学部附属病院 NST（栄養 サポートチーム）が、実際にどのよう
に静脈栄養の製剤、経腸栄養剤を選択し、活用しているかを、理論的な概説のみ
ならず、具体的な処方例を加えて解説する。

医学
同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 25,080円 + 税
分類◎494.8 件名◎アトピー性皮膚炎 デ
ア 221p
冊子版 978-4-7581-1874-3 2020.04

*1031873858*
医学
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 18,480円 + 税
分類◎492.26 件名◎輸液 ■エ 254p
冊子版 978-4-7581-0909-3 2020.03

*1031616219*
1017

オルガノイド実験スタンダード 決定版
佐藤俊朗
（さとう・としろう）
編集
羊土社

武部貴則
（たけべ・たかのり）
編集

人為的に創出された器官に類似した組織体「オルガノイド」。オルガノイド作製の
論理基盤から、オルガノイドの基礎となる多能性幹細胞の考え方、イメージング技
術やゲノム編集といった応用技術までを解説する。

医学
同時アクセス1 29,700円 + 税
同時アクセス3 59,400円 + 税
分類◎491.11 件名◎幹細胞 ■オ
368p
冊子版 978-4-7581-2239-9 2019.04

*1032323720*
がん診療における精神症状・心理状態・発達障害ハンドブック

医学

同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 25,080円 + 税
分類◎ 件名◎サイコオンコロジー ■ガ
がん治療医、緩和ケア医、看護師などの医療スタッフに向けた、サイコオンコロジー 213p
（精神腫瘍学）の入門書。がん患者の精神・心理・発達面への対応を図表を交 冊子版 978-4-7581-1880-4 2020.08
小山敦子
（こやま・あつこ）
編集
羊土社

吉田健史
（よしだ・たけし）
協力

えて解説する。「がん治療のための緩和ケアハンドブック」の姉妹書。

*1031986219*
がん疼痛治療薬のうまい使い方 使い分けやスイッチングの考

え方、実際の処方例から外来でのコツまで
木澤義之
（きざわ・よしゆき）
編
羊土社

岸野恵
（きしの・めぐみ）
編

最適な鎮痛効果を得るためには－。がん疼痛治療の薬物療法について、外来診療
で使用できるように、処方の考え方やコツ、さじ加減、生活指導、ケアの仕方をま
とめる。

キーワードでわかる臨床栄養 栄養で治す! 基礎から実践まで
令和版

岡田晋吾
（おかだ・しんご）
編集
羊土社

栄養学の基礎知識から、経腸・静脈栄養の実践、在宅栄養管理まで、臨床栄養
に必須の知識を幅広く解説する。重要なキーワードから効率よく学べるテキスト。リ
ハビリテーション栄養などの項目を新しく追加した令和版。

すこし痛みますよ ジュニアドクターの赤裸々すぎる日記

〈PEAK books〉
アダム・ケイ著
羊土社

佐藤由樹子
（さとう・ゆきこ）
訳

週97時間労働。命を左右する決断の連続。それなのに、病院のパーキングメーター
ほども稼げない－。ジュニアドクターとしてNHS（英国国営医療 サービス）の最前
線で働いていた過酷な日々を、ブラックユーモアを交えて綴る。

ゼロから実践する遺伝統計学セミナー 疾患とゲノムを結びつける

医学
同時アクセス1 13,860円 + 税
同時アクセス3 27,720円 + 税
分類◎ 件名◎癌 ■ガ 229p
冊子版 978-4-7581-1882-8 2020.08

*1031986218*
医学
同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 25,080円 + 税
分類◎498.58 件名◎病態栄養学 ■キ
431p
冊子版 978-4-7581-0910-9 2020.04

*1031873861*
医学
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎498.14 件名◎医師 ケス 269p
冊子版 978-4-7581-1211-6 2020.03

*1031670318*
医学

同時アクセス1 19,800円 + 税
同時アクセス3 39,600円 + 税
分類◎491.69 件名◎人類遺伝学－デー
ヒトの遺伝情報と形質情報を統計学の観点から検討する「遺伝統計学」の入門書。 タ処理 オゼ 246p
遺伝統計学の概要からLinuxコマンドの使い方、実際のゲノムデータを使った演 冊子版 978-4-7581-2092-0 2020.03
岡田随象
（おかだ・ゆきのり）
著
羊土社

習までを解説する。データベース・ウェブツール一覧付き。

*1031814544*
せん妄診療実践マニュアル
井上真一郎
（いのうえ・しんいちろう）
著
羊土社

岡山大学病院精神科リエゾンチームが、せん妄の効果的・効率的な対策・対応
を診療フローに沿って、図表を豊富に用いて解説。薬剤の処方例、使い分けにつ
いても具体的に説明する。

医学
同時アクセス1 10,890円 + 税
同時アクセス3 21,780円 + 税
分類◎493.73 件名◎意識障害 イセ
196p
冊子版 978-4-7581-1862-0 2019.10

*1031340590*
1018

そうだったのか ! 絶対わかる心エコー

見てイメージできる判読・計測・評価のコツ

医学

同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 17,600円 + 税
岩倉克臣
（いわくら・かつおみ）
著
分類◎492.12 件名◎心エコー図法 イソ
羊土社
169p
心 エコーは難しくない! 診断のためにどこを見て、何を計測し、どう評価すべきかを、 冊子版 978-4-7581-0748-8 2012.11

写真とイラストでわかりやすく解説。きれいな撮像のコツや、評価の際の着目ポイン
トなど、臨床で役立つアドバイスも満載。

ネイティブが教える英語論文・グラント獲得・アウトリーチ成
功の戦略と文章術
Yellowlees Douglas 著
羊土社

Maria B.Grant 著

英作文のプロと研究のプロが解説する、医学・生物学論文のライティングメソッド。
プライミング効果、初頭効果、新近効果、枠組み効果など、心理学と神経科学
に基づいた、読み手を動かす文章術を伝授する。

みんなで解決 ! 病棟のギモン 研修医のリアルな質問に答えます
香坂俊
（こうさか・しゅん）
監修
羊土社

吉野鉄大
（よしの・てつひろ）
編集

胃薬などのルーチン処方、本当に必要なの ? グラム染色の使いどきって? 研修医
の素朴な疑問に根拠を示しながらやさしく回答。疑問解決のプロセスやエビデン
スの活かし方も学べる。『レジデントノート』連載をアップデート。

*1031875425*
医学
同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎ 件名◎医学論文 ダネ 308p
冊子版 978-4-7581-0851-5 2020.07

*1031983476*
医学
同時アクセス1 12,870円 + 税
同時アクセス3 25,740円 + 税
分類◎493 件名◎内科学 ■ミ 367p
冊子版 978-4-7581-1867-5 2020.03

*1031616220*
もっとよくわかる! 医療ビッグデータ

オミックス、リアルワールドデータ、AI 医療・創薬

医学

同時アクセス1 16,500円 + 税
同時アクセス3 33,000円 + 税
分類◎490.7 件名◎医学－データ処理
タモ 253p
溢れるように生み出されるデータとAI で、科学、医療と創薬はどう変わるのか ? 医 冊子版 978-4-7581-2204-7 2020.04
田中博
（たなか・ひろし）
著
羊土社

療ビッグデータの概念と理論のエッセンスを、豊富な図表とともにわかりやすく解説する。

*1031814541*
もっとよくわかる! 炎症と疾患

あらゆる疾患の基盤病態から治療薬までを理解する

松島綱治
（まつしま・こうじ）
著
羊土社

上羽悟史
（うえは・さとし）
著

がん、肥満、関節リウマチ、痛み、かゆみ…。炎症を知る者が、疾患を制す ! 基
本の炎症機序から、炎症特有の病態・症状、炎症研究分野に由来する疾患治療
薬までを解説し、炎症と疾患のつながりをわかりやすくまとめる。

もっとよくわかる! 循環器学と精密医療

医学
同時アクセス1 16,170円 + 税
同時アクセス3 32,340円 + 税
分類◎491.64 件名◎炎症 ■モ 149p
冊子版 978-4-7581-2205-4 2019.06

*1031814542*
医学

同時アクセス1 17,160円 + 税
同時アクセス3 34,320円 + 税
分類◎493.2 件名◎循環器病 ■モ
精密医療のための循環器学「Precision Cardiology」の全体像を理解するのに 202p
最適なテキスト。循環器診療を行ううえでの精密医療のコンセプト、具体的な循 冊子版 978-4-7581-2208-5 2020.04
野村征太郎
（のむら・せいたろう）
編
羊土社

YIBC 著

環器疾患の病態の捉え方が身につく。

*1031670323*
もっとよくわかる! 腸内細菌叢 健康と疾患を司る“もう1つの臓器 ”

医学

同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 26,400円 + 税
分類◎491.7 件名◎腸内細菌 ■モ
健康と疾患を司る“もう1つの臓器 ” 腸内細菌叢の重要性を理解し、研究開発を行う 146p
ために知っておくべき知識を体系的に解説する。腸内細菌の基礎知識、腸内細菌 冊子版 978-4-7581-2206-1 2019.09
福田真嗣
（ふくだ・しんじ）
編
羊土社

叢とヒトの疾患との関連、腸内細菌叢研究の実用化の試み等を収録。

*1031814543*
1019

リハに役立つ治療薬の知識とリスク管理

医学

同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎494.78 件名◎リハビリテーション
セラピストに向けて、リハビリテーションにかかわる合併症や、リハビリテーション ■リ 255p
の阻害因子となるもの、またその影響に重点をおいて薬剤の知識を解説。具体的 冊子版 978-4-7581-0243-8 2019.09
宮越浩一
（みやこし・こういち）
編
羊土社

な考え方と対応方法を示したケーススタディも掲載する。

*1031137176*
リハに役立つ論文の読み方・とらえ方
藤本修平
（ふじもと・しゅうへい）
編
羊土社

三木貴弘
（みき・たかひろ）
編

リハビリテーション専門職あるいはそれらを目指す学生に向けて、学術論文を読み
進めていくために必要となる論文構成や統計学、英語論文の表現などを解説する。
「情報とは何か」の意識を理解し得られる一冊。

医学
同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎490.7 件名◎医学論文 ■リ
206p
冊子版 978-4-7581-0247-6 2020.04

*1031670321*
医師免許取得後の自分を輝かせる働き方
（キャリア）

15のキャリアストーリーからみえる、しなやかな医師人生のヒント
園田唯
（そのだ・ゆい）
編
羊土社

自由に、柔軟に、働き方を選びとろう! 15名の先輩医師のキャリアストーリーを掲載。
これからの医師のキャリアについて、臨床・研究・教育・第4の道の選択肢を中心
に詳しく解説する。女性医師のキャリアの考え方も収録。

医療統計解析使いこなし実践ガイド 臨床研究で迷わない Q＆A

医学
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎ 件名◎医師 ■イ 302p
冊子版 978-4-7581-1879-8 2020.09

*1031986221*
医学

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 18,480円 + 税
分類◎ 件名◎医学統計 ■イ 251p
統計解析の基本的手法を解説。統計解析の必要性からはじめ、統計ソフトの準備、 冊子版 978-4-7581-0248-3 2020.05
対馬栄輝
（つしま・えいき）
編
羊土社

論文の書き方にも触れ、相関係数、ROC 曲線など広範囲の内容を説明する。イメー
ジしやすい具体例で最初の一歩が踏み出せる。練習問題付き。

*1031873860*
外国人診療で困るコトバとおカネの問題

医学

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 18,480円 + 税
分類◎498 件名◎医療 マガ 123p
外国人医療の場で起こる問題とその解決方法をまとめた一冊。日本語が全く話せな 冊子版 978-4-7581-1860-6 2019.10
増井伸高
（ますい・のぶたか）
著
羊土社

い外国人の対応、通訳の準備・利用法、未収金対策、入院患者の緊急帰国支
援などについて、図表を交えつつ解説する。

*1031137179*
楽しくわかる栄養学
中村丁次
（なかむら・ていじ）
著
羊土社

どうして「バランスのよい食事」って大切なの ? 偏った食生活を続けるとどうなるの ?
栄養学の基本から、栄養アセスメント、経腸栄養など医療の現場で役立つ知識ま
で学べるテキスト。

医学
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 17,160円 + 税
分類◎498.55 件名◎栄養 ナタ 213p
冊子版 978-4-7581-0899-7 2020.03

*1032323721*
患者由来がんモデルを用いたがん研究実践ガイド
CDX・スフェロイド・オルガノイド・PDX/PDOXを網羅

佐々木博己
（ささき・ひろき）
編
羊土社

新規患者由来細胞株・CDX、スフェロイド、オルガノイド、PDX、PDOXなど、
各種患者由来がんモデルの概要や臨床検体の取り扱いをわかりやすく解説。国内
外の動向、入手方法、技術支援に関しても記載する。

1020

医学
同時アクセス1 46,200円 + 税
同時アクセス3 92,400円 + 税
分類◎491.65 件名◎癌 ■カ 293p
冊子版 978-4-7581-2242-9 2019.10

*1031274482*

関節リウマチ看護ガイドブック

共同意思決定をめざしたトータルケアの実践
房間美恵
（ふさま・みえ）
監修
羊土社

竹内勤
（たけうち・つとむ）
監修

リウマチ診療に必須の基本知識、生活者としての患者へのケアに必要な情報を、
医療者と患者の視点を含めながら解説。エビデンスに基づいた看護ケアと、患者
との共同意思決定のための実践的知識が身につくガイドブック。

救急での精神科対応はじめの一歩

初期対応のポイントから退室時のフォローまで基本をやさしく教えます

北元健
（きたもと・たけし）
著
羊土社

向精神薬による副作用と離脱症状、自殺企図患者、離脱症状によるせん妄への対
応など、長らく救急で勤務した精神科医が、救急で役立つ精神科対応のコツをや
さしく伝授する。困りごと別 INDEX、向精神薬一覧も収録。

経食道心エコー カラー写真で一目でわかる 第3版
岡本浩嗣
（おかもと・ひろつぐ）
編
羊土社

山浦健
（やまうら・けん）
編

経食道心 エコー（TEE）の基礎から応用までを豊富なカラー写真とイラストでわ
かりやすく解説。
「目的の断面像を描出したい」「プローブ操作のコツを習得したい」
といったTEE 入門者に最適の本。

医学
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 18,480円 + 税
分類◎492.926 件名◎看護学 ■カ
286p
冊子版 978-4-7581-0974-1 2019.09

*1031137177*
医学
同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎493.72 件名◎精神医学 キキ
170p
冊子版 978-4-7581-1858-3 2019.10

*1031274481*
医学
同時アクセス1 21,450円 + 税
同時アクセス3 42,900円 + 税
分類◎ 件名◎心エコー図法 ■ケ 172p
冊子版 978-4-7581-1121-8 2020.06

*1031983475*
撃ち落とされたエイズの巨星 HIV/AIDS 撲滅をめざしたユップ・

医学

ランゲ博士の闘い 〈PEAK books〉

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
シーマ・ヤスミン著 鴨志田恵
（かもしだ・けい）
訳
分類◎493.878 件名◎エイズ ヤウ
羊土社
270p
HIV/AIDS 撲滅をめざすが2014年のマレーシア航空17便撃墜事件で帰らぬ人と 冊子版 978-4-7581-1210-9 2019.12

なったユップ・ランゲ 博士。死に至る病をコントロール可能な慢性疾患に変えた人
類の叡智と、社会実装上の困難を、彼の生涯とともに描く。

抗菌薬ドリル 実践編

臨床現場で必要な力が試される感染症の「リアル」問題集
羽田野義郎
（はだの・よしろう）
編集
羊土社

感染症の診断や抗菌薬の選び方・やめ方など、感染症診療の基盤になる考え方を、
実際に出会う疾患・シーン別に学べる「リアル」 問題集。研修医に必要なワクチ
ンの原則も収録。解答記入用紙付き。

根拠にもとづくがん化学療法レジメン作成とマネジメントの
てびき 原文献の読み解き方、支持療法・投与法の標準化、安全な
運用・評価の実践

神野正敏
（かんの・まさとし）
監修
羊土社

池末裕明
（いけすえ・ひろあき）
監修

*1031434079*
医学
同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎493.8 件名◎感染症 ■コ 244p
冊子版 978-4-7581-1866-8 2020.03

*1031670319*
医学
同時アクセス1 15,840円 + 税
同時アクセス3 31,680円 + 税
分類◎ 件名◎癌 ■コ 198p
冊子版 978-4-7581-1878-1 2020.06

院内標準化された適切ながん化学療法レジメンを構築し、安全に管理していくため
の実践的ポイントを解説する。レジメン作成例や、申請レジメンの監査・レジメン
構築に必要な用語集も収録。

産業医はじめの一歩 「働く人・企業」のニーズをつかむ! 基本実

務の考え方と現場で困らない対応
川島恵美
（かわしま・めぐみ）
著
羊土社

山田洋太
（やまだ・ようた）
著

産業医の業務内容や役割、現場での対応の要点をまとめた一冊。基本の考え方
や対処法から、健康診断管理、メンタルヘルス対策、休職・復職管理、妊娠や
介護などの両立支援の取り組み、健康経営までを解説する。

*1031873859*
医学
同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎498.8 件名◎労働衛生 カサ
204p
冊子版 978-4-7581-1864-4 2019.11

*1031274484*
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脂質解析 ハンドブック

脂質分子の正しい理解と取扱い・データ取得の技術

新井洋由
（あらい・ひろゆき）
編集
羊土社

清水孝雄
（しみず・たかお）
編集

脂質解析の初心者から経験者まで役立つ実験 バイブル。脂質の基本的な性質を
ゼロから説明し、各 サンプルの採取から脂質の抽出・分画まで初心者でも厳密な
取扱いを行えるようなプロトコールを紹介。各解析手法も解説する。

若年性特発性関節炎における生物学的製剤使用の手引き

医学
同時アクセス1 22,440円 + 税
同時アクセス3 44,880円 + 税
分類◎491.44 件名◎脂質 ■シ 307p
冊子版 978-4-7581-2241-2 2019.10

*1031340588*
医学

2020年版

同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 26,400円 + 税
厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等政策研究事業小児期および成人移行期小児リ 分類◎ 件名◎小児科学 ■ジ 91p
ウマチ患者の全国調査データの解析と両者の異同性に基づいた全国的「シームレス」診療ネッ 冊子版 978-4-7581-1877-4 2020.06
トワーク構築による標準的治療の均てん化研究班若年性特発性関節炎分担班編集 日本
小児リウマチ学会協力

羊土社

*1031983474*

成人診療科医のための小児リウマチ性疾患移行支援ガイド

医学

厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等政策研究事業小児期および成人移行期小児リ 同時アクセス1 14,850円 + 税
ウマチ患者の全国調査データの解析と両者の異同性に基づいた全国的「シームレス」診療ネッ 同時アクセス3 29,700円 + 税
分類◎ 件名◎小児科学 ■セ 140p
トワーク構築による標準的治療の均てん化研究班編集 日本小児リウマチ学会協力
冊子版 978-4-7581-1876-7 2020.06

羊土社
若年性特発性関節炎、全身性 エリテマトーデス、若年性皮膚筋炎・若年性特発
性炎症性筋疾患、シェーグレン症候群の4つの代表的な小児リウマチ性疾患につ
いて、小児科から成人診療科への移行支援の要点を解説する。

阻害剤・活性化剤 ハンドブック 作用点、生理機能を理解して目

的の薬剤が選べる実践的 データ集
秋山徹
（あきやま・てつ）
編
羊土社

決定版

河府和義
（こうふ・かずよし）
編

医学生物学研究に用いられる頻度や重要性が高い阻害剤・活性化剤約500種に
ついて、知っておきたい基本的な知識と、実際に実験に使用する際に必要な情報
を解説する。数字、欧文、和文索引付き。

足部・足関節痛のリハビリテーション 〈痛みの理学療法シリーズ〉
赤羽根良和
（あかばね・よしかず）
著
羊土社

足部・足関節の解剖から、疼痛や可動域制限を理解するための基本知識、疼痛
や可動域制限に対する評価と治療までを、エキスパートPT が図や写真を交えて解
説する。ケーススタディも掲載。

*1031983473*
医学
同時アクセス1 22,770円 + 税
同時アクセス3 45,540円 + 税
分類◎491.5 件名◎薬理学 ■ソ 646p
冊子版 978-4-7581-2099-9 2019.10

*1031340589*
医学
同時アクセス1 17,160円 + 税
同時アクセス3 34,320円 + 税
分類◎494.77 件名◎足－疾患 アソ
231p
冊子版 978-4-7581-0246-9 2020.03

*1031814546*
大腸内視鏡診断の基本とコツ

エキスパートならではの見かた・着眼点で現場の疑問をすべて解決
田中信治
（たなか・しんじ）
監修
羊土社

永田信二
（ながた・しんじ）
編集

大腸内視鏡診断の現場の疑問を、エキスパートならではの見かた・着眼点ですべ
て解決。拡大内視鏡観察、画像強調観察、超音波内視鏡診断、内視鏡切除標
本の取り扱いなどの具体的なコツ/ノウハウとピットフォールを解説する。

胆膵 EUSセミナー

CT+シェーマ + 動画と合わせてわかる手技の基本から治療まで

医学
同時アクセス1 26,400円 + 税
同時アクセス3 52,800円 + 税
分類◎493.46 件名◎腸－疾患 ■ダ
230p
冊子版 978-4-7581-1067-9 2019.12

*1031340594*
医学

同時アクセス1 29,700円 + 税
同時アクセス3 59,400円 + 税
分類◎492.14 件名◎胆道－検査法 ヒタ
303p
何が見えているかわかる! EUS（超音波内視鏡）に加え、シェーマや CTを用いて、 冊子版 978-4-7581-1068-6 2019.11
肱岡範
（ひじおか・すすむ）
著
羊土社

胆膵領域の解剖から、手技の基本、治療までを徹底解説する。Web で動画が見
られるコード付き。
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*1031340592*

脳卒中の栄養療法

急性期・回復期・維持期の栄養管理がこの一冊で実践できる!

山本拓史
（やまもと・たくじ）
編
羊土社

脳卒中診療における栄養療法の重要性や、栄養管理の基礎知識をはじめ、脳卒
中急性期・回復期・維持期の栄養管理の実践や栄養療法を、それぞれの治療ステー
ジに携わるエキスパートが解説。Q＆Aも収録する。

忙しい人のための代謝学 ミトコンドリアがわかれば代謝がわかる
田中文彦
（たなか・ふみひこ）
著
羊土社

臨床・研究の現場で必要な「代謝」を学び直すためのテキスト。ミトコンドリアが
関与する膨大な代謝の知識を徹底的に圧縮し、1つの全体像として提示する。

医学
同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 25,080円 + 税
分類◎493.73 件名◎脳血管障害 ■ノ
220p
冊子版 978-4-7581-1865-1 2020.03

*1031616218*
医学
同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 21,120円 + 税
分類◎464 件名◎物質代謝 タイ 155p
冊子版 978-4-7581-1872-9 2020.04

*1031670324*
迷わず打てる関節注射・神経ブロック

医学

同時アクセス1 23,100円 + 税
同時アクセス3 46,200円 + 税
分類◎493.6 件名◎運動器－疾患 ■マ
注射手技に関する総論的な注意点を述べ、最新の知見に基づいて関節および関 221p
節外組織への注射について説明。さらに、運動器疾患に関連する神経ブロックも 冊子版 978-4-7581-1863-7 2019.11
後藤英之
（ごとう・ひでゆき）
編集
羊土社

詳述する。Web 動画を視聴するためのコードも掲載。

*1031340591*
薬局で役立つ経口抗がん薬はじめの一歩
日本臨床腫瘍薬学会監修
羊土社

加藤裕芳
（かとう・ひろよし）
編集

経口抗がん薬の基本的な知識がやさしく学べる入門書。各薬剤の対象となる患者、
注意すべき副作用、臓器機能が低下している患者への投与などをQ＆A 形式でま
とめるほか、背景となるレジメン等も解説する。

医学
同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎494.53 件名◎癌 ■ヤ 395p
冊子版 978-4-7581-1873-6 2020.04

*1031670322*
薬剤と疾患から探す循環器薬の使い方
池田隆徳
（いけだ・たかのり）
編集
羊土社

「薬剤編」と「疾患編」の2部構成とし、循環器薬の基本情報から患者に合わせ
た処方まで学べる、ポケットサイズの実践書。同種薬の薬理作用の違いや主な副
作用、やってはいけない不適切処方なども掲載する。

医学
同時アクセス1 16,500円 + 税
同時アクセス3 33,000円 + 税
分類◎493.2 件名◎循環器病 ■ヤ
350p
冊子版 978-4-7581-1868-2 2020.03

*1031670320*
RAW DATA 〈PEAK books〉

英米文学

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎933.7 ロロ 371p
研究成果が有名誌にアクセプトされ、バラ色の未来を歩みだす若手科学者クロエ。 冊子版 978-4-7581-1212-3 2020.04
ペルニール・ロース著 日向やよい
（ひむかい・やよい）
訳
羊土社

祝福しつつ、焦りが募る同僚のカレン。ふとした偶然からデータの齟齬が明らかに
なり…。研究の喜びと不正の本質に迫るクロエとカレンの物語。

*1032323722*
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吉川弘文館
大学アーカイブズの成立と展開 公文書管理と国立大学
加藤諭
（かとう・さとし）
著
吉川弘文館

教育・研究機関である大学には、運営などに関する多くの資料が存在し、20世紀
後半以降、アーカイブズの成立と展開の一翼を担ってきた。国立大学の事例を挙
げて大学アーカイブズの成立過程を詳述し、意義や可能性を解明する。

図書館、図書館学
同時アクセス1 33,000円 + 税
同時アクセス3 49,500円 + 税
分類◎018.09 件名◎文書館 カダ
401,8p
冊子版 978-4-642-03891-1 2019.12

*1031340533*
日本宗教史 3 宗教の融合と分離・衝突
伊藤聡
（いとう・さとし）
編
吉川弘文館

吉田一彦
（よしだ・かずひこ）
編

日本宗教史という視座から日本の社会や文化、そして世界の中での日本の位置を考
究。3は、古代から現代まで、
ざまざまな宗教・思想・信仰の融合と葛藤の軌跡を辿る。

宗教
同時アクセス1 12,100円 + 税
同時アクセス3 18,150円 + 税
分類◎ 件名◎宗教－日本 ■ニ 294p
冊子版 978-4-642-01743-5 2020.08

*1032310329*
日本宗教史 1 日本宗教史を問い直す
吉田一彦
（よしだ・かずひこ）
編
吉川弘文館

上島享
（うえじま・すすむ）
編

日本宗教史という視座から日本の社会や文化、そして世界の中での日本の位置を考
究。1は、古代から近代まで、神の祭祀や仏法伝来、宗教活動の展開と宗教統制、
政治との関係などを概観。日本の豊かな宗教史像をとらえ直す。

宗教
同時アクセス1 12,100円 + 税
同時アクセス3 18,150円 + 税
分類◎ 件名◎宗教－日本 ■ニ 326p
冊子版 978-4-642-01741-1 2020.09

*1032433707*
鎌倉浄土教の先駆者法然 〈歴史文化ライブラリー 494〉

仏教

同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 8,415円 + 税
分類◎188.62 件名◎法然 ナカホ 201p
ひたすら念仏を唱えれば往生できる－。庶民救済の道を開き、鎌倉時代の仏教に 冊子版 978-4-642-05894-0 2020.02
中井真孝
（なかい・しんこう）
著
吉川弘文館

多大な影響を与えた法然。近年発見された伝記史料や著作「選択本願念仏集」
からその生涯をたどり、思想と教えの特徴を読み解く。

*1031533269*
近世地方寺院経営史の研究

仏教

同時アクセス1 28,600円 + 税
同時アクセス3 42,900円 + 税
分類◎185.6 件名◎寺院－日本 タキ
近世の小規模仏寺はいかに経営を成り立たせ、存続し得たのか。関東地域の祈禱・ 241,7p
修験・無住寺院を中心に、宗教や金融、土地集積など多様な活動を検討。寺門 冊子版 978-4-642-03496-8 2019.08
田中洋平
（たなか・ようへい）
著
吉川弘文館

の存立基盤である地域社会の実態と寺院の維持・展開との関係に迫る。

*1030990053*
神仏と中世人 宗教をめぐるホンネとタテマエ
〈歴史文化ライブラリー 491〉
衣川仁
（きぬがわ・さとし）
著
吉川弘文館

中世人は富や健康、呪詛などの願望成就を求め、寺社は期待に応えて祈りを提供
した。人々は神仏にいかに依存し、どう利用したか。期待と実際とのズレから民衆
の内面に迫り、現代の「無宗教」を考える手掛かりを示す。

東国の中世石塔
磯部淳一
（いそべ・じゅんいち）
著
吉川弘文館

鎌倉時代に東国と考えられていた地域に残る中世石塔1082基を集録。石塔の形
態や分布から各地域の特徴を解明し、東国全体を改めて見直す。資料として、種
類別、成立年代順の東国石塔一覧を付す。

仏教
同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 8,415円 + 税
分類◎162.1 件名◎宗教－日本 キシ
213p
冊子版 978-4-642-05891-9 2019.12

*1031340531*
仏教
同時アクセス1 71,500円 + 税
同時アクセス3 107,250円 + 税
分類◎ 件名◎遺跡・遺物－日本 イト
774,50p
冊子版 978-4-642-09356-9 2020.07

*1031983397*
1024

テーマで学ぶ日本古代史 政治・外交編

日本史

同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 9,405円 + 税
分類◎ 件名◎日本－歴史－古代 ■テ
日本古代史を学ぼうとする人に研究の魅力を伝える概説書。政治や外交に関わる 223p
主要テーマを、研究の蓄積や最新の成果にふれつつ平易に解説。研究史、最新 冊子版 978-4-642-08384-3 2020.06
佐藤信
（さとう・まこと）
監修
吉川弘文館

新古代史の会編

の見解、読むべき参考文献などがわかる。

*1031873777*
テーマで学ぶ日本古代史 社会・史料編

日本史

同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 9,405円 + 税
分類◎ 件名◎日本－歴史－古代 ■テ
日本古代史を学ぼうとする人に研究の魅力を伝える概説書。戸籍、土地制度、宗教、 262p
文化、交通史、災害史、女性史について、現時点の研究の蓄積や到達点を平易 冊子版 978-4-642-08385-0 2020.06
佐藤信
（さとう・まこと）
監修
吉川弘文館

新古代史の会編

に解説。研究史、最新の見解、読むべき参考文献などがわかる。

*1031873778*
院政と武士の登場（日本中世の歴史 2）
福島 , 正樹
吉川弘文館

※著作権などの理由により、掲載されていない画像がございます。 院政という新
しい政治形態と、武士の登場は歴史に何をもたらしたのか。白河上皇の院政開始
から武士が台頭する保元・平治の乱までの政治の流れを描き出し、古代から中世
へと転換していく社会の姿を浮き彫りにする。

永青文庫の古文書 光秀・葡萄酒・熊本城

日本史
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-642-06402-6

2009

*1030893541*
日本史

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎〈219.4〉 件名◎熊本藩 ■エ
熊本藩細川家に伝わる6万点近くの歴史資料。細川幽斎・明智光秀・細川ガラシャ 230p
をめぐる人間模様、忠利の所望した国産葡萄酒、江戸初期の震災と熊本城の修復、 冊子版 978-4-642-08386-7 2020.05
永青文庫編
吉川弘文館

熊本大学永青文庫研究センター編

歴代当主の甲冑の行方などを取り上げ、細川家の歴史の深奥に迫る。

*1031814490*
鎌倉時代論
五味文彦
（ごみ・ふみひこ）
著
吉川弘文館

鎌倉時代とは何だったのか。中世史研究を牽引してきた著者が、京と鎌倉、二つ
の王権から見た鎌倉時代の通史を平易に叙述。さらに、著者の貴重な初期の論文
など6編も収める。「吾妻鏡の方法」に続く姉妹編。

日本史
同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎210.42 件名◎日本－歴史－鎌倉
時代 ゴカ 437p
冊子版 978-4-642-08372-0 2020.03

*1031616167*
近世の地域行財政と明治維新
今村直樹
（いまむら・なおき）
著
吉川弘文館

地域社会を治めるために、名主や庄屋の上位に置かれた大庄屋。そのひとつ、熊
本藩の手永・惣庄屋制の行財政機能を詳細に検討。近世の領主制と地域社会の
展開を跡づけながら、明治維新後の地方制度や運営への影響を解明する。

日本史
同時アクセス1 31,900円 + 税
同時アクセス3 47,850円 + 税
分類◎〈219.4〉 件名◎熊本藩 イキ
373,11p
冊子版 978-4-642-03500-2 2020.08

*1032310334*
近世社会と壱人両名 身分・支配・秩序の特質と構造

日本史

同時アクセス1 35,200円 + 税
同時アクセス3 52,800円 + 税
分類◎ 件名◎日本－歴史－江戸時代 オ
近世日本において一人の人物が二つの名前と身分を公の場で使い分けた「壱人 キ 458,15p
両名」。成立の前提・背景から明治初年の解体・終焉にいたるまで、多様な事例 冊子版 978-4-642-03894-2 2020.08
尾脇秀和
（おわき・ひでかず）
著
吉川弘文館

を分析。「身分」の意味を問い直し、近世社会の建前と実態、本質に迫る。

*1032310331*
1025

近世武家社会の形成と展開
兼平賢治
（かねひら・けんじ）
著
吉川弘文館

17世紀、武家社会はいかに転換したのか。政治理念転換の画期とされる四代将
軍家綱の政権期に注目し、東北諸藩の藩政を題材に追究。殉死禁止令やお家騒
動などを分析し、武家社会の形成過程と到達点を解明する。

日本史
同時アクセス1 27,500円 + 税
同時アクセス3 41,250円 + 税
分類◎ 件名◎日本－歴史－近世 カキ
363,8p
冊子版 978-4-642-03499-9 2020.06

*1031873775*
現代語訳小右記 9 この世をば
藤原実資
（ふじわら・さねすけ）
記
吉川弘文館

倉本一宏
（くらもと・かずひろ）
編

摂関政治最盛期の「賢人右府」 藤原実資の日記を現代語訳化。9は、寛仁2年
正月～寛仁3年3月を収録。三女の威子が後一条天皇の中宮に立ち、栄華を極め
た道長。“ 望月の歌 ” の唱和を提案した実資の胸中を綴る。

日本史
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎210.37 件名◎日本－歴史－平安
時代－史料 フゲ 291p
冊子版 978-4-642-01824-1 2019.10

*1031274385*
現代語訳小右記 10 大臣闕員騒動
藤原実資
（ふじわら・さねすけ）
記
吉川弘文館

倉本一宏
（くらもと・かずひろ）
編

摂関政治最盛期の「賢人右府」 藤原実資の日記を現代語訳化。10は、寛仁3
年4月～寛仁4年閏12月を収録。刀伊の入寇に騒然とする一方、情報収集に全力
を傾ける実資。大臣をめぐる騒動について綴る。

日本史
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎210.37 件名◎日本－歴史－平安
時代－史料 フゲ 317p
冊子版 978-4-642-01825-8 2020.04

*1031814489*
古瓦図鑑 新装版
石田茂作
（いしだ・もさく）
編
吉川弘文館

明治・大正期の考古学者、高橋健自が収蔵した日中韓の古瓦コレクションを、仏
教考古学者の石田茂作が形式ごとに分類・編集して戦前に刊行した貴重な図鑑を
新装復刻。発見地や寸法も明記するなど、古代史・考古研究の重要資料。

日本史
同時アクセス1 70,400円 + 税
同時アクセス3 105,600円 + 税
分類◎210.025 件名◎瓦 ■コ 284p
冊子版 978-4-642-01661-2 2019.10

*1031137105*
戸籍が語る古代の家族 〈歴史文化ライブラリー 488〉

日本史

同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 8,415円 + 税
分類◎210.3 件名◎日本－歴史－古代 イ
国民の身分台帳たる戸籍。古代にも戸籍に人々が登録され、租税負担の基本となっ コ 215p
ていた。どの範囲の親族が記載されたのか ? 人口総数は? 歳の差婚が多かった理 冊子版 978-4-642-05888-9 2019.10
今津勝紀
（いまず・かつのり）
著
吉川弘文館

由とは? 戸籍から見えてくる古代の人々の暮らしを描き出す。

*1031137101*
室町・戦国期の土倉と酒屋

日本史

同時アクセス1 24,750円 + 税
同時アクセス3 37,125円 + 税
分類◎216.2 件名◎京都市－歴史 サム
京都上層の民衆集団・町衆の代表的存在で、都市経済を支える金融業者と位置 265,4p
づけられてきた土倉・酒屋。その本来の身分を史料から見出し、権力とのつながり 冊子版 978-4-642-02961-2 2020.02
酒匂由紀子
（さかわ・ゆきこ）
著
吉川弘文館

を解明。応仁・文明の乱前後の実態分析から京都の社会構造を検討する。

*1031533270*
城割の作法 一国一城への道程
福田千鶴
（ふくだ・ちずる）
著
吉川弘文館

戦国時代、降参の作法だった城割は、天下統一の過程で大きく変容した。城割が
どのような作法・習俗だったのかを解説するとともに、近世成立期に起きた城郭をめ
ぐる様々な事件の因果関係を解き明かし、城割の実態に迫る。

日本史
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎210.52 件名◎日本－歴史－江戸
時代 フシ 269p
冊子版 978-4-642-03497-5 2020.01

*1031434045*
1026

食べ物の民俗考古学 木の実と調理道具

日本史

同時アクセス1 14,300円 + 税
同時アクセス3 21,450円 + 税
分類◎210.2 件名◎遺跡・遺物－日本 ナ
木の実の乾燥・備蓄、それを割った石器…。縄紋時代以降の人々は食べ物をどの タ 162p
ように処理し、利用したか。出土遺物が形成された背景を、各地に残る民俗事例 冊子版 978-4-642-08204-4 2019.10
名久井文明
（なくい・ぶんめい）
著
吉川弘文館

を参照して追究する。「生活道具の民俗考古学」の姉妹編。

*1031137106*
新しい古代史へ 2 文字文化のひろがり
平川南
（ひらかわ・みなみ）
著
吉川弘文館

古代の人びとはそれぞれの地域でいかに生きたのか。甲斐国を舞台に様々な文字
資料からその実像に迫る。2は、公文書や祈り・まじないに使われた遺物などから、
文字文化のひろがりを考察する。『山梨日日新聞』連載を編集。

日本史
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎215.1 件名◎山梨県－歴史 ヒア
251p
冊子版 978-4-642-06843-7 2019.10

*1031137103*
新しい古代史へ 3 交通・情報となりわい

日本史

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎215.1 件名◎山梨県－歴史 ヒア
古代の人びとはそれぞれの地域でいかに生きたのか。甲斐国を舞台に様々な文字 209p
資料からその実像に迫る。3は、物資運搬に重要な役割を果たした馬や生業等を 冊子版 978-4-642-06844-4 2020.02
平川南
（ひらかわ・みなみ）
著
吉川弘文館

通して多民族・多文化共生の社会を描く。『山梨日日新聞』連載を編集。

*1031533273*
生活道具の民俗考古学 籠・履物・木割り楔・土器

日本史

同時アクセス1 14,300円 + 税
同時アクセス3 21,450円 + 税
分類◎210.2 件名◎遺跡・遺物－日本 ナ
籠、曲げ物、土器…。縄紋時代以降の人々は生活道具をどのように作り、使用したか。 セ 182p
出土遺物が形成された背景を、各地に残る民俗事例を参照して追究。現代に受 冊子版 978-4-642-08205-1 2019.10
名久井文明
（なくい・ぶんめい）
著
吉川弘文館

け継がれる様々な技術を見出す。「食べ物の民俗考古学」の姉妹編。

*1031137107*
石に刻まれた江戸時代 無縁・遊女・北前船

〈歴史文化ライブラリー 498〉
関根達人
（せきね・たつひと）
著
吉川弘文館

江戸時代に作られた多種多様な石造物に込められたメッセージを、供養塔や災害
碑に光を当て解読。人々の祈りや願い、神社への奉納石から海運史、石工の姿を
描き、近世の自然や社会環境の実態に迫る。

戦国大名と一揆（日本中世の歴史 6）

日本史
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎210.5 件名◎日本－歴史－江戸時
代 セイ 268p
冊子版 978-4-642-05898-8 2020.04

*1031670269*
日本史

同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎
応仁の乱を契機に室町幕府の全国支配は崩壊し、地域社会では独自の秩序がつく 冊子版 978-4-642-06406-4
池, 享
吉川弘文館

られていく。同じ目的で結集した集団 “ 一揆 ” は、やがて戦国大名という指導者へと
結実する。群雄割拠の戦国社会から、信長・秀吉の天下統一政権の誕生へ、中
央の政治動向や地方大名の興亡などを幅広い視点で描き出し、日本列島全体を巻
き込んだ戦国争乱の意味を問う。

戦国末期の足利将軍権力
水野嶺
（みずの・れい）
著
吉川弘文館

織田信長の陰で看過されがちな足利義輝・義昭ら戦国期の将軍や幕府。信長発
給の禁制や将軍御内書等から義昭と信長の関係を検討。戦国・織豊期の将軍権
力の実像に迫り、やがて消失するまでの過程を足利将軍の視点で解明する。

2009

*1030893545*
日本史
同時アクセス1 26,400円 + 税
同時アクセス3 39,600円 + 税
分類◎210.47 件名◎日本－歴史－室町
時代 ミセ 265,6p
冊子版 978-4-642-02962-9 2020.02

*1031533271*
1027

大地の古代史 土地の生命力を信じた人びと

〈歴史文化ライブラリー 493〉

日本史

同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 8,415円 + 税
三谷芳幸
（みたに・よしゆき）
著
分類◎210.3 件名◎日本－歴史－古代 ミ
吉川弘文館
ダ 204p
古代の人びとは、大地とどのように関わっていたのか。大地をめぐる地方と都の人び 冊子版 978-4-642-05893-3 2020.02

との豊かな営みや、土地への ユニークな信仰を追究。「未開」と「文明」の葛
藤をたどり、日本人の宗教的心性のひとつの根源を探り出す。

中近世の地域と村落・寺社

*1031533268*
日本史

同時アクセス1 28,600円 + 税
同時アクセス3 42,900円 + 税
分類◎ 件名◎日本－歴史－室町時代 フ
中近世移行期における地域社会はどのような歴史を歩んできたのか。近江の琵琶 チ 332,11p
湖周辺や摂河泉の村々に残された古文書と景観などから、村落と寺社との関わりを 冊子版 978-4-642-02963-6 2020.05
深谷幸治
（ふかや・こうじ）
著
吉川弘文館

分析。地域寺社の実態に迫り、近世へ続く村落の体制をも解明する。

*1031873774*
中世の富と権力 寄進する人びと 〈歴史文化ライブラリー 497〉
湯浅治久
（ゆあさ・はるひさ）
著
吉川弘文館

ものを譲渡する「寄進」は、中世においていかなる役割を果たしていたのか。在
地領主や有徳人、宗教団体などを対象に、その実態に迫り、寄進によって生み出
される新たな富や、組織・権力のあり方をさぐる。

日本史
同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 8,415円 + 税
分類◎210.4 件名◎日本－歴史－中世
ユチ 214p
冊子版 978-4-642-05897-1 2020.04

*1031670268*
中世鎌倉のまちづくり 災害・交通・境界

日本史

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎213.7 件名◎鎌倉市－歴史 タチ
大小の谷に囲まれた中世都市鎌倉を、人々はどのように活用し、住みこなしていた 216p
のか。多様な機能を持つ橋や禅宗寺院、武家屋敷から武士たちの暮らしを分析。 冊子版 978-4-642-08361-4 2019.11
高橋慎一朗
（たかはし・しんいちろう）
著
吉川弘文館

人や物が絶え間なく行き交う都市鎌倉を探る。

*1031274382*
中世社会の成り立ち（日本中世の歴史 1）
木村 , 茂光
吉川弘文館

日本の中世とはいつ始まり、どのような多様性を持っていたのか。中世社会の理解
に不可欠な、武士・百姓・イエと女性・宗教・都市・荘園・一揆などの重要テー
マから中世の時代像をとらえる。また、列島南北の実態や、東アジア世界におけ
る日本の姿をも浮き彫りにする。最新の研究成果から、わかりやすく中世社会全体
の流れを見通すシリーズ総論巻。

中世足利氏の血統と権威

日本史
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-642-06401-9

2009

*1030893540*
日本史

同時アクセス1 27,500円 + 税
同時アクセス3 41,250円 + 税
分類◎210.46 件名◎日本－歴史－室町
中世後期、尊貴な存在であるとされた足利一門のなかでも別格の家格・権威を有 時代 タチ 334,8p
した吉良・石橋・渋川の三氏（御一家）を検証。一門を上位とする武家の儀礼・ 冊子版 978-4-642-02958-2 2019.11
谷口雄太
（たにぐち・ゆうた）
著
吉川弘文館

血統的な秩序の形成から三好氏や織田信長の武威による崩壊までを描く。

*1031274388*
朝廷の戦国時代 武家と公家の駆け引き
神田裕理
（かんだ・ゆり）
著
吉川弘文館

戦国時代、天皇や公家たちはいかなる存在であったか。足利将軍や信長などの天
下人が、天皇・公家たちと交渉を繰り広げ、互いに利用し合った実態を解明。朝
廷の「武家の傀儡」イメージを覆し、天皇・公家の主体性を再評価する。

日本史
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎210.47 件名◎日本－歴史－室町
時代 カチ 276p
冊子版 978-4-642-08360-7 2019.10

*1031137102*
1028

縄文時代の植物利用と家屋害虫 圧痕法のイノベーション

日本史

同時アクセス1 23,100円 + 税
同時アクセス3 34,650円 + 税
分類◎210.25 件名◎縄文式文化 オジ
X 線を用い、土器作成時の胎土へ混入されたタネやムシの痕跡を検出する新たな 258p
研究手法を提唱。その作業手順や技能などを検証しつつ、植物栽培や害虫発生 冊子版 978-4-642-09354-5 2019.12
小畑弘己
（おばた・ひろき）
著
吉川弘文館

の過程を分析し、縄文人の暮らしや、植物・昆虫に対する意識を探り出す。

*1031340534*
日本の開国と多摩 生糸・農兵・武州一揆

〈歴史文化ライブラリー 503〉

日本史

同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 8,415円 + 税
藤田覚
（ふじた・さとる）
著
分類◎〈213.65〉 件名◎東京都－歴史
吉川弘文館
フニ 230p
ペリー来航や開港・自由貿易の開始は多摩に何をもたらしたのか。際限ないカネ・ 冊子版 978-4-642-05903-9 2020.07

ヒトの負担、生糸生産発展の一方で生じた経済格差、武州一揆の発生…。その
要因・実態を探り、未曽有の大変革に生きた多摩の営みを描く。

日本近世の歴史 1 天下人の時代

*1031983393*
日本史

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎210.5 件名◎日本－歴史－近世
織豊政権から始まり明治維新で終わる近世の歴史を、政治の流れを中心に最新の ■ニ 266p
成果に基づいて叙述。1は、戦国乱世を平らげ、近世への扉を開いた信長・秀吉・ 冊子版 978-4-642-06429-3 2011.11
藤田覚
（ふじた・さとる）
企画編集委員
吉川弘文館

藤井讓治
（ふじい・じょうじ）
企画編集委員

家康ら「天下人」の時代を、東アジア情勢も絡めつつ活写する。

*1030893548*
日本近世の歴史 2 将軍権力の確立

日本史

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎210.5 件名◎日本－歴史－近世
織豊政権から始まり明治維新で終わる近世の歴史を、政治の流れを中心に最新の ■ニ 292p
成果に基づいて叙述。2は、江戸幕府内外の秩序が確定し、将軍権力が確立し 冊子版 978-4-642-06430-9 2012.01
藤田覚
（ふじた・さとる）
企画編集委員
吉川弘文館

藤井讓治
（ふじい・じょうじ）
企画編集委員

ていく過程を描く。

*1030893549*
日本近世の歴史 3 綱吉と吉宗
藤田覚
（ふじた・さとる）
企画編集委員
吉川弘文館

藤井讓治
（ふじい・じょうじ）
企画編集委員

織豊政権から始まり明治維新で終わる近世の歴史を、政治の流れを中心に最新の
成果に基づいて叙述。3は、五代綱吉から八代吉宗までの、将軍を絶対的な存在
にするために儀礼化が進んだ時代を描く。

日本史
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎210.5 件名◎日本－歴史－近世
■ニ 309p
冊子版 978-4-642-06431-6 2012.03

*1030893550*
日本近世の歴史 4 田沼時代
藤田覚
（ふじた・さとる）
企画編集委員
吉川弘文館

藤井讓治
（ふじい・じょうじ）
企画編集委員

織豊政権から始まり明治維新で終わる近世の歴史を、政治の流れを中心に最新の
成果に基づいて叙述。4は、九代家重から十代家治までの、能力主義が開花し「山
師」が跋扈した田沼時代を描く。

日本史
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎210.5 件名◎日本－歴史－近世
■ニ 238p
冊子版 978-4-642-06432-3 2012.06

*1030893551*
日本近世の歴史 5 開国前夜の世界
藤田覚
（ふじた・さとる）
企画編集委員
吉川弘文館

藤井讓治
（ふじい・じょうじ）
企画編集委員

織豊政権から始まり明治維新で終わる近世の歴史を、政治の流れを中心に最新の
成果に基づいて叙述。5は、日本の対外政策はどのように展開したのか、世界の動
向と国内の反応、内外双方の観点から「開国」目前の日本の姿に迫る。

日本史
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎210.5 件名◎日本－歴史－近世
■ニ 383p
冊子版 978-4-642-06433-0 2013.03

*1030893552*
1029

日本近世の歴史 6 明治維新
藤田覚
（ふじた・さとる）
企画編集委員
吉川弘文館

藤井讓治
（ふじい・じょうじ）
企画編集委員

織豊政権から始まり明治維新で終わる近世の歴史を、政治の流れを中心に最新の
成果に基づいて叙述。6は、ペリー来航から西南戦争まで、さまざまな立場に立つ
勢力が近代国家の樹立をめざして争った様相を、新たな視点で描く。

日本史
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎210.5 件名◎日本－歴史－近世
■ニ 292p
冊子版 978-4-642-06434-7 2012.11

*1030893553*
日本古代の歴史 1 倭国のなりたち

日本史

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎210.3 件名◎日本－歴史－古代
日本国・日本人とは何か ? 考古学・文献史学・人類学の成果を総合しながら、日 ■ニ 286p
本のはじまりに迫る。1は、旧石器時代から飛鳥・藤原京にいたる列島の歴史と文 冊子版 978-4-642-06467-5 2013.07
佐藤信
（さとう・まこと）
企画編集委員
吉川弘文館

佐々木恵介
（ささき・けいすけ）
企画編集委員

化を読み解き、倭国の成立を描く。

*1030893533*
日本古代の歴史 2 飛鳥と古代国家

日本史

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎210.3 件名◎日本－歴史－古代
日本国・日本人とは何か ? 考古学・文献史学・人類学の成果を総合しながら、日 ■ニ 271p
本のはじまりに迫る。2は、継体・欽明朝から藤原京の時代まで、激動する東アジ 冊子版 978-4-642-06468-2 2013.09
佐藤信
（さとう・まこと）
企画編集委員
吉川弘文館

佐々木恵介
（ささき・けいすけ）
企画編集委員

ア情勢の中で古代国家と飛鳥・白鳳文化が形成された過程を描く。

*1030893534*
日本古代の歴史 3 奈良の都と天平文化

日本史

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎210.3 件名◎日本－歴史－古代
日本国・日本人とは何か ? 考古学・文献史学・人類学の成果を総合しながら、日 ■ニ 294p
本の古代に迫る。3は、律令制により国家体制を整備・強化し、国際色豊かな文 冊子版 978-4-642-06469-9 2013.11
佐藤信
（さとう・まこと）
企画編集委員
吉川弘文館

佐々木恵介
（ささき・けいすけ）
企画編集委員

化が花開いた8世紀の奈良の都と天平文化を描く。

*1030893535*
日本古代の歴史 4 平安京の時代

日本史

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎210.3 件名◎日本－歴史－古代
日本国・日本人とは何か ? 考古学・文献史学・人類学の成果を総合しながら、日 ■ニ 274p
本の古代に迫る。4は、蝦夷との戦いと国土の策定、律令制の再編、摂政・関白 冊子版 978-4-642-06470-5 2014.01
佐藤信
（さとう・まこと）
企画編集委員
吉川弘文館

佐々木恵介
（ささき・けいすけ）
企画編集委員

の登場などにより成熟・変質した9世紀日本を描く。

*1030893536*
日本古代の歴史 5 摂関政治と地方社会

日本史

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎210.3 件名◎日本－歴史－古代
日本国・日本人とは何か ? 考古学・文献史学・人類学の成果を総合しながら、日 ■ニ 239p
本の古代に迫る。5は、摂政・関白の政策決定、受領の地方支配、浄土信仰の 冊子版 978-4-642-06471-2 2015.12
佐藤信
（さとう・まこと）
企画編集委員
吉川弘文館

佐々木恵介
（ささき・けいすけ）
企画編集委員

展開など、摂関政治の時代を東アジアとの交流等の新視点を交えて描く。

*1030893537*
日本古代の歴史 6 列島の古代

日本史

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎210.3 件名◎日本－歴史－古代
日本国・日本人とは何か ? 考古学・文献史学・人類学の成果を総合しながら、日 ■ニ 256p
本の古代に迫る。6は、列島のなりたちや旧石器時代から古代の終焉までに至る、 冊子版 978-4-642-06472-9 2019.03
佐藤信
（さとう・まこと）
企画編集委員
吉川弘文館

佐々木恵介
（ささき・けいすけ）
企画編集委員

古代史全体の輪郭・流れを通時的に概観する。

*1030893538*
1030

日本史を学ぶための図書館活用術 辞典・史料・データベース

日本史

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎210.07 件名◎日本－歴史－研究
日本史を初めて学ぶ人に向けて、図書館にある辞典や年表、古代・中世史料の注 法 ハニ 175,8p
釈書などの特徴と便利な活用方法をわかりやすく解説する。データベース活用法も 冊子版 978-4-642-08370-6 2020.03
浜田久美子
（はまだ・くみこ）
著
吉川弘文館

紹介した、学生のレポート作成等に幅広く役立つガイドブック。

*1031616168*
日本中世の歴史 3 源平の内乱と公武政権
川合康
（かわい・やすし）
著
吉川弘文館

列島南北・東アジア世界をも視野に入れ、わかりやすく中世社会全体を見通す本
格的通史。3は、後白河院政期から執権政治の展開まで、朝廷・武門の両者の
視点で協調と対立を描く。

日本史
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎210.4 件名◎日本－歴史－中世
■ニ 322p
冊子版 978-4-642-06403-3 2009.11

*1030893542*
日本中世の歴史 4 元寇と南北朝の動乱
小林一岳
（こばやし・かずたけ）
著
吉川弘文館

列島南北・東アジア世界をも視野に入れ、わかりやすく中世社会全体を見通す本
格的通史。4はモンゴルの襲来から鎌倉幕府の滅亡、南北朝の王統対立、室町
幕府の成立まで、「移りゆく王権」を動乱の時代のなかに描き出す。

日本史
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎210.4 件名◎日本－歴史－中世
■ニ 265p
冊子版 978-4-642-06404-0 2009.09

*1030893543*
日本中世の歴史 5 室町の平和

日本史

同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎210.4 件名◎日本－歴史－中世
列島南北・東アジア世界をも視野に入れ、わかりやすく中世社会全体を見通す本 ■ニ 300p
格的通史。5は、大きな戦乱に見舞われることのなかった室町時代の政治を、東ア 冊子版 978-4-642-06405-7 2009.10
山田邦明
（やまだ・くにあき）
著
吉川弘文館

ジアの動向を背景に、地域社会と民衆の活気を交えて描く。

*1030893544*
日本中世の歴史 7 天下統一から鎖国へ

日本史

同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎210.4 件名◎日本－歴史－中世
列島南北・東アジア世界をも視野に入れ、わかりやすく中世社会全体を見通す本 ■ニ 224p
格的通史。7は、信長と秀吉、そして家康の権力の仕組みを、天皇や朝廷との関係、 冊子版 978-4-642-06407-1 2010.01
堀新
（ほり・しん）
著
吉川弘文館

検地や刀狩、朝鮮侵略、宗教・都市政策から解き明かす。

*1030893546*
敗者たちの中世争乱 年号から読み解く
〈歴史文化ライブラリー 495〉

日本史

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎210.4 件名◎日本－歴史－中世
セハ 243p
武士が台頭し、その力が確立するなか、多くの政変や合戦が起きた。鎌倉幕府成 冊子版 978-4-642-05895-7 2020.03
関幸彦
（せき・ゆきひこ）
著
吉川弘文館

立時の「治承・寿永の内乱」から戦国時代の幕開け「享徳の乱」まで、年号を
介した15の事件を敗者を通して描く。

卑弥呼と女性首長 新装版
清家章
（せいけ・あきら）
著
吉川弘文館

邪馬台国の女王卑弥呼と後継の台与。なぜこの時期に女王が集中したのか。考
古学・女性史・文献史・人類学などを駆使し、弥生時代から古墳時代までの女性
の役割と地位を解き明かし、卑弥呼が擁立された背景と要因に迫る。

*1031616165*
日本史
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎210.273 件名◎邪馬台国 セヒ
241p
冊子版 978-4-642-08382-9 2020.03

*1031616170*
1031

肥前名護屋城の研究 中近世移行期の築城技法

日本史

同時アクセス1 35,200円 + 税
同時アクセス3 52,800円 + 税
分類◎210.49 件名◎名護屋城 ミヒ
肥前名護屋城と隣接して発生した城下町、その周囲を取り囲むように分布する夥し 272,6p
い数の大名陣所跡を分析。中近世の移行期の城郭を知る上での基準資料と見な 冊子版 978-4-642-02960-5 2020.03
宮武正登
（みやたけ・まさと）
著
吉川弘文館

して、その実態と歴史的意義を考察する。

*1031670271*
平将門の乱を読み解く 〈歴史文化ライブラリー 489〉
木村茂光
（きむら・しげみつ）
著
吉川弘文館

「平将門の乱」が物語る時代的特徴とは。乱の原因を探りつつ、その過程に八幡
神や天神など新しい神々が登場する意味や、王土王民思想が発現される要因を分
析し、反乱の国家史的意義を読み解く。

日本史
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎210.37 件名◎平将門の乱
（939
～940）キタ 262p
冊子版 978-4-642-05889-6 2019.11

*1031274380*
平泉の文化史 1 平泉を掘る
菅野成寛
（かんの・せいかん）
監修
吉川弘文館

歴史と考古と美術の諸分野をクロスオーバーし、平泉文化の最新の研究成果を広
く紹介。1は、藤原氏歴代の居館・柳之御所遺跡の調査成果や、毛越寺・無量
光院跡等の平安時代寺院庭園群、国見山廃寺跡などの発掘調査を詳説する。

日本史
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎212.2 件名◎平泉町
（岩手県）
－
歴史 ■ヒ 177p
冊子版 978-4-642-06845-1 2020.03

*1031616171*
平泉の文化史 2 平泉の仏教史

日本史

同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎〈212.2〉 件名◎平泉町
（岩手県）
歴史と考古と美術の諸分野をクロスオーバーし、平泉文化の最新の研究成果を広 －歴史 ■ヒ 181p
く紹介。2は、「中尊寺供養願文」や金銀字一切経などに着目し、平泉前史の国 冊子版 978-4-642-06846-8 2020.07
菅野成寛
（かんの・せいかん）
監修・編
吉川弘文館

見山廃寺の性格から鎌倉期の中尊寺史まで、平泉仏教文化の実像に迫る。

*1031983394*
列島の戦国史 1 享徳の乱と戦国時代

日本史

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎ 件名◎日本－歴史－室町時代 ■
15世紀後半、享徳の乱に始まり、戦国の世へ突入した東日本の地域社会。室町 レ 263p
幕府の東国対策、伊勢宗瑞の伊豆侵入、都市と村落の様相、文人の旅などを描き、 冊子版 978-4-642-06848-2 2020.05
池享
（いけ・すすむ）
企画編集委員
吉川弘文館

久保健一郎
（くぼ・けんいちろう）
企画編集委員

戦国時代の開幕を見とおす。

*1031873773*
列島の戦国史 3 大内氏の興亡と西日本社会

日本史

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎ 件名◎日本－歴史－室町時代 ■
16世紀前半、東アジア海域と京都を結ぶ山口を基盤に富を築き、列島に多大な レ 232p
影響を与えた大内氏。大友・尼子氏らとの戦い、毛利氏の台頭などを描き出し、 冊子版 978-4-642-06850-5 2020.07
池享
（いけ・すすむ）
企画編集委員
吉川弘文館

久保健一郎
（くぼ・けんいちろう）
企画編集委員

分裂と混迷のなかから統合へ向かう西日本を周辺海域の中に位置づける。

*1031983395*
列島の戦国史 4 室町幕府分裂と畿内近国の胎動

日本史

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎ 件名◎日本－歴史－室町時代 ■
16世紀前半、室町幕府は分裂。分権化が進み、新たな社会秩序の形成へと向かう。 レ 281p
三好政権の成立、山城の発展、京都や大阪湾を取り巻く流通などを描き、畿内近 冊子版 978-4-642-06851-2 2020.08
池享
（いけ・すすむ）
企画編集委員
吉川弘文館

久保健一郎
（くぼ・けんいちろう）
企画編集委員

国における争乱の歴史的意味を考察する。

*1032310330*
1032

列島の戦国史 6 毛利領国の拡大と尼子・大友氏

日本史

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎ 件名◎日本－歴史－室町時代 ■
16世紀後半、西日本では大内氏を倒し台頭した毛利氏をはじめ、尼子や大友、島 レ 215p
津などの地域勢力が熾烈な領土争いを繰り広げた。海外交易の実態、流通・経 冊子版 978-4-642-06853-6 2020.09
池享
（いけ・すすむ）
企画編集委員
吉川弘文館

久保健一郎
（くぼ・けんいちろう）
企画編集委員

済の発展など社会状況も通観し、西国大名の覇権争いを描く。

*1032433708*
六国史以前 日本書紀への道のり 〈歴史文化ライブラリー 502〉

日本史

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎ 件名◎日本－歴史－古代 セリ
日本古代史の基本史料として絶対的な古事記と日本書紀。だが、古代には“ 記紀 ” 266p
以外にも帝紀・旧辞、天皇記・国記、上宮記など多くの史書が存在した。これら 冊子版 978-4-642-05902-2 2020.07
関根淳
（せきね・あつし）
著
吉川弘文館

の実態に迫り、古事記を一つの史書として位置づけなおす。

*1031983392*
「王」
と呼ばれた皇族 古代・中世皇統の末流

伝記

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎288.44 件名◎皇族 アオ 268p
天皇の曽孫以下の嫡男系嫡出の男子子孫「王」。興世王、以仁王、忠成王など、 冊子版 978-4-642-08369-0 2020.01
赤坂恒明
（あかさか・つねあき）
著 日本史史料研究会監修
吉川弘文館

有名・無名のさまざまな「王」たちを、逸話を交えて紹介し、皇族の周縁部から皇
室制度史の全体像に迫る。

*1031434044*
近代皇室の社会史 側室・育児・恋愛

伝記

同時アクセス1 26,400円 + 税
同時アクセス3 39,600円 + 税
分類◎288.4 件名◎皇室－歴史 モキ
皇室はなぜ「近代家族」化の道を辿ったのか。一夫一婦制への転換、「御手許」 367,6p
養育の変遷…。明治中期～戦後を対象に、皇室内部の史料等をもとに検討。大 冊子版 978-4-642-03892-8 2020.02
森暢平
（もり・ようへい）
著
吉川弘文館

衆化する社会情勢と連関させて考察し、時代に順応する皇室の姿に迫る。

*1031533272*
松岡洋右と日米開戦 大衆政治家の功と罪

〈歴史文化ライブラリー 496〉

伝記

同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 8,415円 + 税
分類◎289.1 件名◎松岡洋右 ハママ
222p
日米開戦の原因をつくった外交官として、厳しく評価されている松岡洋右。
しかし彼は、 冊子版 978-4-642-05896-4 2020.03
服部聡
（はっとり・さとし）
著
吉川弘文館

日米戦争回避を図って行動していた。その狙いはなぜ破綻したのか。複雑な内外
の政治状況を繙き、人物像を再評価する。

戦国大名北条氏の歴史 小田原開府五百年のあゆみ

*1031616166*
伝記

同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 9,405円 + 税
分類◎288.3 件名◎北条氏
（小田原）■
15世紀末、伊勢宗瑞（早雲）が小田原に進出。氏綱が北条を名乗ると、小田原 セ 226p
を本拠に屈指の戦国大名に成長した。氏康～氏直期の周辺国との抗争・同盟、 冊子版 978-4-642-08367-6 2019.12
小田原城総合管理事務所編
吉川弘文館

小和田哲男
（おわだ・てつお）
監修

近世小田原藩の発展にいたる歴史を図版とともに描く。コラムも収録。

*1031434042*
戦国大名毛利家の英才教育 元就・隆元・輝元と妻たち

〈歴史文化ライブラリー 492〉
五條小枝子
（ごじょう・さえこ）
著
吉川弘文館

夫婦関係や子どもへの細やかな愛情、家臣への心配り、婚家との架け橋…。戦
国大名毛利家に関する膨大な文書から、元就・隆元・輝元の妻たちに光を当て、
毛利家の家族観に迫る。

伝記
同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 8,415円 + 税
分類◎288.3 件名◎毛利家 ゴセ 224p
冊子版 978-4-642-05892-6 2020.01

*1031434040*
1033

池田綱政 元禄時代を生きた岡山藩主

伝記

同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎289.1 件名◎池田綱政 クイイ
岡山藩池田家の二代目当主・池田綱政は、父光政と比較され、きびしい評価を受 219p
けてきた。実際には、大規模新田の開発や、閑谷学校の整備、後楽園の造営な 冊子版 978-4-642-08359-1 2019.09
倉地克直
（くらち・かつなお）
著
吉川弘文館

どの事績がある。時代に呼応した統治をすすめた綱政の人物像に迫る。

*1030990054*
天神様の正体 菅原道真の生涯 〈歴史文化ライブラリー 506〉
森公章
（もり・きみゆき）
著
吉川弘文館

菅原道真は、なぜ政治の世界で異例の出世を遂げ、突然大宰府に左遷されたの
か。三善清行との確執や、遣唐使廃止に至る真相など、さまざまな側面から“ 天神
様 ” の姿に迫る。

伝記
同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 8,415円 + 税
分類◎ 件名◎菅原道真 モテス 229p
冊子版 978-4-642-05906-0 2020.09

*1032433705*
徳川家光公傳 新装版 オンデマンド版
廣野三郎
（ひろの・さぶろう）
著
吉川弘文館 デジタルパブリッシングサービス
（印刷・製本）

徳川家三代将軍として幕府の基礎を強固にした徳川家光の伝記。島原の乱、鎖
国などの事績から、人格、逸話、武技といった個性までを詳述し、徳川家光の廟
所ならびに忌辰法会についても記す。略年譜、英文の要約なども収録。

伝記
同時アクセス1 44,000円 + 税
同時アクセス3 66,000円 + 税
分類◎289.1 件名◎徳川家光 ヒトト 1冊
冊子版 978-4-642-73215-4 2019.09

*1031137109*
徳川家康公傳 新装版 オンデマンド版
中村孝也
（なかむら・こうや）
著
吉川弘文館 デジタルパブリッシングサービス
（印刷・製本）

近世社会の新秩序を組織した徳川家康の全生涯を総観するとともに、その偉業、
殊に文化面における功績を記述した伝記。詳細年譜、豊富な地図・写真、花押・
印章集、英文の「家康公概観」なども収録する。

伝記
同時アクセス1 55,000円 + 税
同時アクセス3 82,500円 + 税
分類◎289.1 件名◎徳川家康 ナトト 1冊
冊子版 978-4-642-73214-7 2019.09

*1031137108*
徳川吉宗公傳 新装版 オンデマンド版
辻達也
（つじ・たつや）
著
吉川弘文館 デジタルパブリッシングサービス
（印刷・製本）

江戸幕府の八代将軍徳川吉宗の伝記。享保改革など、主に吉宗の将軍としての
30年間の治績に力点をおき、政治家としての歴史的意義を実証的に明らかにすると
ともに、享保という時代も描き出す。英文の要約も収録。

伝記
同時アクセス1 44,000円 + 税
同時アクセス3 66,000円 + 税
分類◎289.1 件名◎徳川吉宗 ツトト 1冊
冊子版 978-4-642-73216-1 2019.09

*1031137110*
明智光秀の生涯 〈歴史文化ライブラリー 490〉

伝記

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎289.1 件名◎明智光秀 スアア
前半生は不明ながら、足利義昭や織田信長に臣従して頭角をあらわした明智光秀。 238p
連歌や茶道にも長け、織田家中随一の重臣に上り詰めながら、なぜ主君を襲撃し 冊子版 978-4-642-05890-2 2019.12
諏訪勝則
（すわ・まさのり）
著
吉川弘文館

たのか。本能寺の変の真相に新見解を示し、人間像に迫る。

*1031340530*
芦田均と日本外交 連盟外交から日米同盟へ
矢嶋光
（やじま・あきら）
著
吉川弘文館

戦後、吉田茂の軽武装論に対立し、再軍備論を唱えた芦田均。外交官時代の経
験からいかなる国際政治観を形成したのか。芦田の政治的足跡を辿ることで再軍
備論を内在的に分析し、戦後日本の外交路線の形成と対立の諸相を考察。

政治
同時アクセス1 26,400円 + 税
同時アクセス3 39,600円 + 税
分類◎319.1 件名◎日本－対外関係－歴
史 ヤア 318,8p
冊子版 978-4-642-03890-4 2019.12

*1031340536*
1034

核軍縮の現代史 北朝鮮・ウクライナ・イラン
瀬川高央
（せがわ・たかお）
著
吉川弘文館

東西冷戦後、核軍縮が進んだ。現在までに行われた核軍縮と非核化交渉の過程
を辿り、安全保障上の利害を異にする国々がどのようにして核拡散の脅威を低減す
る合意を成立させてきたのかを明らかにする。

政治
同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 9,405円 + 税
分類◎319.8 件名◎核兵器 セカ 249p
冊子版 978-4-642-08362-1 2019.11

*1031274384*
官僚制の思想史 近現代日本社会の断面
中野目徹
（なかのめ・とおる）
編
吉川弘文館

日本社会を形作ったひとつの編成原理、官僚制。その職務に従事する官吏の意識
や専門知、官界内外で議論された彼らの行動規範を追究し、官僚制がもつ思想的
な側面をさまざまな観点から分析する。

政治
同時アクセス1 14,300円 + 税
同時アクセス3 21,450円 + 税
分類◎ 件名◎官僚制 ■カ 318,9p
冊子版 978-4-642-03893-5 2020.06

*1031873776*
首都改造 東京の再開発と都市政治

〈歴史文化ライブラリー 500〉
源川真希
（みながわ・まさき）
著
吉川弘文館

2つのオリンピックの間で東京はどう変わってきたか。都知事のキャラクター、経済
と不動産、世界都市化、行政とディベロッパーとの連携から、東京の変貌を浮き彫
りにする。

戦争孤児たちの戦後史 1 総論編

政治
同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 8,415円 + 税
分類◎318.736 件名◎東京都－政治・
行政 ミシ 216p
冊子版 978-4-642-05900-8 2020.05

*1031814488*
社会

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎ 件名◎孤児 ■セ 252p
戦後75年を迎え、これまで未解明であった戦争孤児の全体像を明らかにする。1は、 冊子版 978-4-642-06857-4 2020.08
浅井春夫
（あさい・はるお）
編
吉川弘文館

川満彰
（かわみつ・あきら）
編

孤児の実態を一人の生の記録として着目。孤児になる経緯・ジェンダー等の視角を
重視し、現代的観点から孤児問題を考える姿勢を提示する。

*1032310333*
戦争孤児たちの戦後史 2 西日本編

社会

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎ 件名◎孤児 ■セ 220p
戦後75年を迎え、これまで未解明であった戦争孤児の全体像を明らかにする。2は、 冊子版 978-4-642-06858-1 2020.09
平井美津子
（ひらい・みつこ）
編
吉川弘文館

本庄豊
（ほんじょう・ゆたか）
編

戦後、西日本に暮らしていた孤児に着目。孤児救済に尽力した施設等の取り組み、
大阪大空襲や引揚、沖縄戦における実態などを詳述する。

*1032433709*
戦後日本の教科書問題
石田雅春
（いしだ・まさはる）
著
吉川弘文館

昭和20～50年頃までの教科書に関する諸問題を、占領期・講和独立後・家永教
科書裁判提訴後にわけて分析。占領期の文部省とCI＆E、中教審と国民意識、
日教組と文部省という対立構図に着目し、教科書問題の実態に迫る。

教育
同時アクセス1 26,400円 + 税
同時アクセス3 39,600円 + 税
分類◎375.9 件名◎教科書－歴史 イセ
222,8p
冊子版 978-4-642-03887-4 2019.11

*1031274381*
モノのはじまりを知る事典 生活用品と暮らしの歴史

風俗習慣、民俗学、民族学

同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎382.1 件名◎日本－風俗 ■モ
かばん、手帳、テレビ…。私たちの生活に身近なモノの誕生と変化、名前の由来、 235,21p
発明者などを通史的に解説。人がモノをつくり、モノもまた人の生活と社会を変えて 冊子版 978-4-642-08368-3 2019.12
木村茂光
（きむら・しげみつ）
著
吉川弘文館

安田常雄
（やすだ・つねお）
著

きた歴史を伝える。豊富な図版や索引を収め、調べ学習にも最適。

*1031434041*
1035

古代の食生活 食べる・働く・暮らす

〈歴史文化ライブラリー 507〉
吉野秋二
（よしの・しゅうじ）
著
吉川弘文館

古代日本では、誰が何をどう食べたのか。米の支給方法や調理、酒の醸造と流通、
東西の市場、酒宴の様子などからアプローチし、食事を成り立たせた社会の仕組
みを明らかにする。

日本の食文化 6 菓子と果物

風俗習慣、民俗学、民族学
同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 8,415円 + 税
分類◎ 件名◎食生活－歴史 ヨコ 175p
冊子版 978-4-642-05907-7 2020.09

*1032433706*
風俗習慣、民俗学、民族学

同時アクセス1 8,910円 + 税
同時アクセス3 13,365円 + 税
分類◎383.81 件名◎食生活 ■ニ
古代から食されてきた栗・柿・みかん、年中行事と関わる饅頭・汁粉・柏餅、庶民 232,8p
に親しまれた飴、贈答品の和菓子、文明開化後の洋菓子…。魅力的な嗜好品であっ 冊子版 978-4-642-06841-3 2019.11
関沢まゆみ
（せきざわ・まゆみ）
編
吉川弘文館

た甘味の歴史と文化を描く。シリーズ完結。

*1031274386*
沖縄米軍基地全史 〈歴史文化ライブラリー 501〉

国防、軍事

同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 8,415円 + 税
分類◎ 件名◎軍事基地－歴史 ノオ
沖縄に米軍基地が集中しているのはなぜか ? 沖縄戦から現在に至るまでの通史を 221p
描き、米国・日本・沖縄社会が基地をいかに位置付けてきたのかを検討。普天間 冊子版 978-4-642-05901-5 2020.06
野添文彬
（のぞえ・ふみあき）
著
吉川弘文館

基地移設など課題を多く残す問題の淵源に迫る。

*1031873772*
帝国日本の大陸政策と満洲国軍

国防、軍事

同時アクセス1 26,400円 + 税
同時アクセス3 39,600円 + 税
分類◎392.225 件名◎満州－国防 オテ
帝国日本において、満洲国軍とはいかなる存在だったのか。日露戦争期の馬賊ら 276,5p
在地勢力が、張作霖主導の奉天軍期を経て満洲国軍に組み込まれていく過程から、 冊子版 978-4-642-03889-8 2019.10
及川琢英
（おいかわ・たくえい）
著
吉川弘文館

陸士留学生の役割、対外作戦への動員と崩壊までを検証する。

*1031274389*
日本陸軍の軍事演習と地域社会

国防、軍事

同時アクセス1 26,400円 + 税
同時アクセス3 39,600円 + 税
分類◎396.4 件名◎陸軍－日本 ナニ
軍隊の維持に不可欠な軍事演習にあたり、陸軍と地域社会はいかなる関係を有し 248,4p
たか。日露戦後から昭和戦前期まで、演習地の負担・被害と歓迎や利益追求、 冊子版 978-4-642-03888-1 2019.10
中野良
（なかの・りょう）
著
吉川弘文館

演習地に対する陸軍の認識を考察し、両者の円満な関係構築などを描く。

*1031274387*
古代の漏刻と時刻制度 東アジアと日本

天文学、宇宙科学

同時アクセス1 31,900円 + 税
同時アクセス3 47,850円 + 税
分類◎449.1 件名◎時刻 キコ 382,8p
古代ではいかにして時を計っていたのか。飛鳥水落遺跡が「日本書紀」にみえる 冊子版 978-4-642-04657-2 2020.03
木下正史
（きのした・まさし）
著
吉川弘文館

漏刻（水時計）跡であることを論じ、日本を含む東アジアの漏刻と時刻制度を論究。
飛鳥の歴史や宮都の解明に大きな意義を持つ基礎的研究。

*1031616173*
富士山噴火の考古学 火山と人類の共生史
富士山考古学研究会編
吉川弘文館

降り積もったテフラ（火山灰）は何を語るのか ? 古来、噴火を繰り返し、生活に大
きな影響を与えてきた富士山。山梨・静岡・神奈川の縄文～近世のテフラが堆積
した噴火罹災遺跡を考古学で詳細に検証し、共生を探る。

地球科学、地学
同時アクセス1 14,300円 + 税
同時アクセス3 21,450円 + 税
分類◎ 件名◎富士山 ■フ 345p
冊子版 978-4-642-09357-6 2020.07

*1031983396*
1036

古代日本の国家と土地支配

農業

同時アクセス1 31,900円 + 税
同時アクセス3 47,850円 + 税
分類◎611.221 件名◎土地制度－日本
古代の在地社会の土地慣行を復原し、そこに住む人びとに律令制国家がいかに関 マコ 325,8p
与したのかを追究。班田収授法の理解に必要な大宝田令条文を唐の土地制度と 冊子版 978-4-642-04656-5 2019.10
松田行彦
（まつだ・ゆきひこ）
著
吉川弘文館

比較して分析し、土地をめぐる問題を人と国家との関係で明らかにする。

*1031274383*
日本古代の交易と社会
宮川麻紀
（みやかわ・まき）
著
吉川弘文館

律令国家は流通経済の仕組みをいかにして作り上げたのか。都城の東西市と地方
の市に注目し、管理方針の違いを考察。また、交易価格の検討から地方経済の
実態や支配の担い手を解明する。「実物貢納経済」の実像に鋭く迫った書。

商業
同時アクセス1 27,500円 + 税
同時アクセス3 41,250円 + 税
分類◎672.1 件名◎市場－歴史 ミニ
279,6p
冊子版 978-4-642-04658-9 2020.03

*1031616169*
近世最上川水運と西廻航路 幕藩領における廻米輸送の研究
横山昭男
（よこやま・あきお）
著
吉川弘文館

西廻航路の要衝酒田港は、舟運で運ばれる物資の集積地として栄えた。藩領の
舟運の変化と豪商との関わりなどを、流通史から解明する。羽州幕領の最上川船
運と海上輸送の展開、近世変革期の地域基盤とその背景で構成。

運輸、交通
同時アクセス1 28,600円 + 税
同時アクセス3 42,900円 + 税
分類◎684.02125 件名◎河川運送－歴
史 ヨキ 311,12p
冊子版 978-4-642-03498-2 2020.05

*1031814492*
文化遺産と
〈復元学〉 遺跡・建築・庭園復元の理論と実践
海野聡
（うんの・さとし）
編
吉川弘文館

失われた歴史遺産を再生する復元。何のため、いつの時点へ、どう戻すのか ? 古
代から現代における国内外の遺跡や建物、庭園、美術品の復元を検討し、復元
の目的や実情、課題に迫る。

芸術、美術
同時アクセス1 14,300円 + 税
同時アクセス3 21,450円 + 税
分類◎709 件名◎文化財－保存・修復
■ブ 332p
冊子版 978-4-642-01662-9 2019.12

*1031340532*
香道の文化史 〈歴史文化ライブラリー 499〉

諸芸、娯楽

同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 8,415円 + 税
分類◎792.021 件名◎香道－歴史 ホコ
中世日本で花開いた香道。香木の香りを鑑賞し、違いを聞き分けて楽しむ芸道の 223p
源流を探り、香文化の発展に関わった人々の姿を浮き彫りにする。また、贈答品と 冊子版 978-4-642-05899-5 2020.05
本間洋子
（ほんま・ようこ）
著
吉川弘文館

して使用され、政治的役割を担った側面も描く。

*1031814487*
藤原俊成中世和歌の先導者
久保田淳
（くぼた・じゅん）
著
吉川弘文館

多くの歌合の判者を務め、後白河法皇の信頼を受け千載和歌集を撰進、古来風
躰抄を執筆し、歌の家冷泉家の基礎を築いた新古今時代の代表的歌人・藤原俊
成。歴史の転換期を生き抜いた91年のその生涯を辿る。

日本文学
同時アクセス1 12,100円 + 税
同時アクセス3 18,150円 + 税
分類◎911.132 件名◎藤原俊成 クフフ
487,9p
冊子版 978-4-642-08529-8 2020.01

*1031434039*
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ライフサイエンス出版
おもしろ医学論文イッキ読み デマ情報にもう負けない !

医学

同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎ 件名◎医学 アオ 223p
緑茶で認知症が予防できる? 遅い歩行速度が死を招く? 身近な健康問題に関する 冊子版 978-4-89775-413-0 2020.07

青島周一
（あおしま・しゅういち）
著
ライフサイエンス出版

医学論文100本を厳選し、わかりやすい言葉で紹介。論文を批判的に検討した「コ
メント」も収録する。『日刊ゲンダイ』連載を加筆し書籍化。

*1032279963*
がんから肝臓を守るために ウイルス? お酒 ? 肝炎・脂肪肝を指摘

されたら 〈埼玉医科大学超人気健康セミナーシリーズ〉
名越澄子
（なごし・すみこ）
著
ライフサイエンス出版

肝臓病治療を専門とする著者が、“ 沈黙の臓器 ”を守るために最新の情報を盛り込
んで解説。肝がんの基礎知識や、B 型＆C 型肝炎、脂肪肝について説明し、内
科的治療を紹介する。2017年11月開催の公開講座をもとに書籍化。

サンフォード感染症治療ガイド 日本語版 2020
David N.Gilbert 編集
ライフサイエンス出版

Henry F.Chambers 編集

全世界の臨床家に愛用され続けている「感染症治療のバイブル」。日常診療で遭
遇する全ての感染症についての診断、原因菌、治療選択の情報を、簡潔かつ体
系的に表形式でまとめる。新型コロナウイルスの情報をまとめた付録付き。

医学
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎493.475 件名◎肝臓癌 ナガ
108p
冊子版 978-4-89775-408-6 2020.03

*1032279961*
医学
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎ 件名◎感染症 ■サ 409p
冊子版 978-4-89775-416-1 2020.08

*1032279964*
サンフォード感染症治療ガイド 日本語版 2019
David N.Gilbert 編集
ライフサイエンス出版

Henry F.Chambers 編集

全世界の臨床家に愛用され続けている「感染症治療のバイブル」。日常診療で遭
遇するすべての感染症についての診断、原因菌、治療選択の情報を、簡潔かつ
体系的に表形式でまとめる。

医学
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎493.8 件名◎感染症 ■サ 405p
冊子版 978-4-89775-394-2 2019.07

*1032282416*
パーキンソン病・アルツハイマー病正しく理解、しっかり対
処 神経にゴミがたまる! 神経変性疾患ってなに?

〈埼玉医科大学超人気健康セミナーシリーズ〉
山元敏正
（やまもと・としまさ）
著
ライフサイエンス出版

中里良彦
（なかざと・よしひこ）
著

医学
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎ 件名◎神経病学 ヤパ 140p
冊子版 978-4-89775-411-6 2020.07

パーキンソン病やアルツハイマー病といった神経変性疾患の発症メカニズム、症状、
治療などについて、専門医が解説する。2019年6月開催の公開講座をもとに書籍化。

プラセボ学 プラセボから見えてくる治療の本質

*1032279962*
医学

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎490.14 件名◎医学的心理学 ナ
長年、プラセボについての研究を続けてきた医師が、「プラセボ反応」をめぐる諸 プ 183p
問題をどのように考えてきたか、その考えをまとめる。
『薬理と治療』連載に、補遺「プ 冊子版 978-4-89775-407-9 2020.03

中野重行
（なかの・しげゆき）
著
ライフサイエンス出版

ラセボの説明のしかた」を加えて書籍化。

*1032282418*
患者さんとご家族のための多発性囊胞腎〈PKD〉療養ガイ
ド 2019
厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等政策研究事業（ 難治性疾患政策研究事業 ）難
治性腎障害に関する調査研究班 PKD-WG 編集 患者さんとご家族のための多発性囊胞腎
（PKD）
療養ガイド編集委員会編集

ライフサイエンス出版
多発性囊胞腎（PKD）の患者とその家族に向けた療養ガイド。

1038

医学
同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎494.93 件名◎囊胞腎 ■カ
138p
冊子版 978-4-89775-390-4 2019.07

*1031357350*

実践 ! 医療統計 高 IFジャーナルで学ぶ

医学

同時アクセス1 7,040円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎490.19 件名◎医学統計 オジ
インパクトファクターの高い世界のトップジャーナルで最先端の研究に触れ , 学習ポ 190p
イントを確認しながら効率よく医療統計が学べるテキスト。知っておきたい豆知識も 冊子版 978-4-89775-404-8 2020.01
折笠秀樹
（おりがさ・ひでき）
著
ライフサイエンス出版

掲載。『薬理と治療』掲載をもとに書き下ろしを加え単行本化。

*1032282417*
世界に通じるメディカルライティング

ネイティブライターが伝授する3Cs English
Lee Seaman 著 Tom Lang 著
ライフサイエンス出版

メディカルライティングのキーポイント「3Cs English（明快・簡潔・一貫性）」とは?
日本語で考えながら英文を書く人を対象に、読み手 ベースで洗練された英語論文
を書くための方法を解説する。

専門医が語る子宮とのつきあい方

生理痛や子宮の病気について理解を深めてすこやかにあなたらしい日々
を 〈埼玉医科大学超人気健康セミナーシリーズ〉
梶原健
（かじはら・たけし）
著
ライフサイエンス出版

三輪真唯子
（みわ・まいこ）
著

自身の子宮と向き合い、その病気や治療法についてしっかりと学ぼう。子宮の構造
や月経のしくみ、子宮の病気について網羅的に理解できるよう解説する。2018年5
月開催の埼玉医科大学市民公開講座の内容を再編集。

妊娠したら読んでおきたい出生前診断の本 出生前診断を“ 正

医学
同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎490.7 件名◎医学論文 シセ
61,12p
冊子版 978-4-89775-388-1 2019.04

*1031357349*
医学
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎495.43 件名◎子宮－疾患 カセ
123p
冊子版 978-4-89775-397-3 2019.07

*1031357351*
医学

しく知る”ために 〈埼玉医科大学超人気健康セミナーシリーズ〉

同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
大竹明
（おおたけ・あきら）
著 亀井良政
（かめい・よしまさ）
著
分類◎495.6 件名◎出生前診断 ■ニ
ライフサイエンス出版
125p
産科医は、出生前診断・検査を通してどのように胎児と母親・家族を守っていこうと 冊子版 978-4-89775-377-5 2020.03

しているのか。出生前診断の基礎知識を解説し、実際のエピソードも紹介する。
2017年7月開催の公開講座をもとに書籍化。

膵臓の病気の早期発見・早期治療 “ 暗黒の臓器 ” のこと少し

気にかけてみませんか 〈埼玉医科大学超人気健康セミナーシリーズ〉

良沢昭銘
（りょうざわ・しょうめい）
著
ライフサイエンス出版

岡本光順
（おかもと・こうじゅん）
著

異常が見つかりにくく治療が難しい、「暗黒の臓器」 膵臓。発見しにくいとされる膵
がんも、早期発見できれば手術対応できる。膵臓の検査、病気の特徴、外科的
治療等を解説する。2017年12月開催の公開講座をもとに書籍化。

今より強く!を目指して アスリートの身体づくりと食のエッセンス

*1032282415*
医学
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎493.47 件名◎膵臓－疾患 リス
120p
冊子版 978-4-89775-398-0 2019.10

*1031875444*
スポーツ、体育

同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎780.19 件名◎スポーツ栄養学 ■
指導者やアスリートに向けて、アスリートの栄養摂取の重要性やサプリメント摂取 イ 159p
の考え方、暑熱環境でのパフォーマンスの維持などを解説。貧血予防、減量など、 冊子版 978-4-89775-399-7 2019.11

日本陸上競技連盟医事委員会編著
ライフサイエンス出版

目的別アスリート飯のレシピも収録する。

*1031875445*
高血圧治療ガイドライン 2019

医学

同時アクセス1 7,040円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎493.25 件名◎高血圧 ■コ
高血圧医療の現場における羅針盤となるガイドライン。日常診療で最も多く遭遇す 281p
る疾患としての高血圧の医療が適正に行われるための標準治療指針とその根拠を 冊子版 978-4-89775-386-7 2019.04
日本高血圧学会高血圧治療ガイドライン作成委員会編集
日本高血圧学会 ライフサイエンス出版
（発売）

示す。

*1031357348*
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サルコペニア診療ガイドライン 2017年版 一部改訂

医学

同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎493.185 件名◎サルコペニア ■
サルコペニアの標準的な診療情報を提供するガイドライン。Clinical Questionを サ 66p
設定し、システマティックレビューを行い、エビデンスの質を評価。サルコペニア 冊子版 978-4-89775-410-9 2020.04

サルコペニア診療ガイドライン作成委員会編集
日本サルコペニア・フレイル 学会 ライフサイエンス出版
（発売）

診断基準（AWGS2019）に対応。

*1031875446*
サルコペニア診療実践ガイド

医学

同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎493.185 件名◎サルコペニア ■
サルコペニアの病態を含めて、概念、診断、疫学、予防、治療法について、エ サ 71p
キスパートが具体的にわかりやすく解説する。実際によく質問される内容を取り入れ 冊子版 978-4-89775-387-4 2019.03

サルコペニア診療実践ガイド作成委員会編集
日本サルコペニア・フレイル 学会 ライフサイエンス出版
（発売）

たキーワードの解説や Q＆Aも収録。

*1031875443*

1040

ラトルズ
6502とApple Ⅱシステム ROM の秘密

6502機械語プログラミングの愉しみ

総記

同時アクセス1 6,050円 + 税
同時アクセス3 9,075円 + 税
柴田文彦
（しばた・ふみひこ）
著
分類◎007.64 件名◎プログラミング
（コン
ラトルズ
ピュータ）シロ 251p
登場から約50年の6502とApple Ⅱ。実機を用意しなくとも楽しめるよう、エミュレー 冊子版 978-4-89977-500-3 2020.02

ターを利用して、6502とApple Ⅱの機械語プログラミングの神髄を堪能できるレト
ロCPUガイドブック。

キットではじめる3Dプリンタ自作入門
吹田智章
（すいた・としあき）
著
ラトルズ

難しそうに見える3Dプリンタの自作を徹底 サポート! 3Dプリンタの DIYキットを組み
立てながら、3Dプリンタに必要な知識全般から工具、トラブルシューティング、機
能の拡張までを学べる。

*1032019490*
技術、工学
同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎501.8 件名◎3Dプリンタ スキ
399p
冊子版 978-4-89977-491-4 2019.12

*1031458209*
コンピュテーショナル・モデリング入門から応用

Grasshopper×スクリプトで極めるアルゴリズミック・デザイン

中島淳雄
（なかじま・あつお）
共著
ラトルズ

高木秀太
（たかぎ・しゅうた）
共著

Grasshopper（GH）を使った3次元デザイン・モデリング手法が身につく書。GH
の概要、主要コンポーネント、アルゴリズムの組み立て方、インタープリター言語
であるスクリプトなどについて解説する。

「明日からSlack 使って」
と言われたら読む本
向井領治
（むかい・りょうじ）
著
ラトルズ

テレワークに最適なビジネス用コミュニケーションツール「Slack」の入門書。基
本的な機能から、チームメンバーとのやりとり、ファイルや文書の共有まで解説。
Windows/Mac、iPhone/Android 対応。

建築学
同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎525.18 件名◎建築製図－データ
処理 ナコ 319p
冊子版 978-4-89977-492-1 2019.09

*1031458205*
電気工学
同時アクセス1 5,249円 + 税
同時アクセス3 7,874円 + 税
分類◎547.4833 件名◎チャット ムア
335p
冊子版 978-4-89977-502-7 2020.03

*1032019491*
PythonではじめるiOSプログラミング

iOS+Pythonで数値処理からGUI, ゲーム ,iOS 機能拡張まで

掌田津耶乃
（しょうだ・つやの）
著
ラトルズ

iOS でPythonプログラミングができるアプリ「Pythonista3」を使い、Python の
基礎から拡張モジュールによる数理計算、iOS 機能を拡張するプログラミングまで
マスターする。

SwiftUIではじめるiPhone アプリプログラミング入門

通信事業
同時アクセス1 7,150円 + 税
同時アクセス3 10,725円 + 税
分類◎694.6 件名◎モバイルアプリ シパ
375p
冊子版 978-4-89977-498-3 2019.10

*1031458208*
通信事業

同時アクセス1 7,370円 + 税
同時アクセス3 11,055円 + 税
分類◎〈694.6〉 件名◎モバイルアプリ オ
SwiftUIを使用してiOSアプリを作成する方法を学ぶ入門書。SwiftUIを扱うため ス 319p
に不可欠なSwift 言語のポイントも解説する。サンプルファイルのダウンロードサー 冊子版 978-4-89977-504-1 2020.06

大津真
（おおつ・まこと）
著
ラトルズ

ビス付き。

*1032019492*
Adobe Premiere Rush 入門 はじめよう!YouTuber への近道

写真

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,030円 + 税
分類◎746.7 件名◎録画 オア 239p
自分が撮影した映像を手軽に編集してSNS へ投稿したいというライトユーザーを 冊子版 978-4-89977-490-7 2019.08
大河原浩一
（おおかわら・こういち）
著
ラトルズ

対 象に、Premiere Rush の持つ編 集 機 能をわかりやすく解 説する。iPhone、
macOSデスクトップ 版に対応。

*1031458206*
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VEGAS Movie Studio Platinumらくらくビデオ編集入門
撮りっぱなしのビデオを素敵な作品に仕上げよう!

阿部信行
（あべ・のぶゆき）
著
ラトルズ

VEGAS Movie Studio 17 Platinumを利用して初めてビデオ編集を行う人に向け、
その操作方法を解説。冒頭の約60ページを試すだけでビデオ編集ができるように
なる。より高度な操作等も紹介。

はじめよう! 楽しくマスターするGarageBand iOS 版

写真
同時アクセス1 5,775円 + 税
同時アクセス3 8,662円 + 税
分類◎ 件名◎録画 アヴ■■■ ベ 207p
冊子版 978-4-89977-505-8 2020.07

*1032019493*
音楽

iPhoneでここまでできる!

同時アクセス1 6,820円 + 税
同時アクセス3 10,230円 + 税
大津真
（おおつ・まこと）
著
分類◎763.9 件名◎デスクトップミュージッ
ラトルズ
ク オハ 303p
iPhone で音楽やろう! 初心者にやさしい音楽ソフト「iOS 版 GarageBand」の使 冊子版 978-4-89977-497-6 2019.09

い方をゼロからていねいに解説する。iOS 版ならではの機能であるLive Loops の
活用法も掲載。

12歳からはじめるゼロからの C 言語 ゲームプログラミング
教室 Visual Studio Community 2019対応 Windows 8.1/10対
応

最新版

リブロワークス著
ラトルズ

学習支援ツール「グラフィカルコンソール」を使用してミニゲームを作りながら、C
言語の基礎を楽しく覚えられるテキスト。サンプルファイルはダウンロードできる。
VSC2019、Windows8.1/10対応。
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*1031458207*
諸芸、娯楽
同時アクセス1 6,242円 + 税
同時アクセス3 9,363円 + 税
分類◎〈798.5〉 件名◎ゲームソフト ■ジ
295p
冊子版 978-4-89977-506-5 2020.07

*1032019494*

リーダムハウス
医療従事者のための感染対策 ルールブック
矢野邦夫
（やの・くにお）
著
リーダムハウス

日本の医療現場の実情にあわせて必要な感染対策を収録したルールブック。CDC
ガイドラインやガイダンスを中心に、「ルール+ 解説 + 文献」の形式でまとめる。
感染症と予防策一覧も掲載。

医学
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎498.6 件名◎感染症対策 ヤイ
213p
冊子版 978-4-906844-18-0 2019.09

*1031574989*
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六花出版
東日本大震災と
〈自立・支援〉の生活記録

社会

Records of‘Independence and Support'of/to the Victims'
Refugee Lives in the Great East Japan Earthquake

吉原直樹
（よしはら・なおき）
編著
六花出版

山川充夫
（やまかわ・みつお）
編著

東日本大震災から9年。復興の現状や〈自立・支援〉の諸相をあきらかにし、復
興の記録の方法とレガシーの中身を検討。
〈自立・支援〉の「いま」と「これから」
を問い質す。ジャケットそでにテキストデータ引き換え券あり。

東日本大震災と
〈復興〉の生活記録

Records of‘Restoration'of the Victims'Refugee Lives in the
Great East Japan Earthquake

吉原直樹
（よしはら・なおき）
編著
六花出版

似田貝香門
（にたがい・かもん）
編著

東日本大震災における復興のありようを、とくに人びと（被災者）の生活世界に照
準を合わせて明らかにしようとする多数の記録を集成。「復興組織における組織間
関係の変遷」「被災地釜石の住民運動」などを収録。

東日本大震災と被災・避難の生活記録 Records of the

同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎ 件名◎東日本大震災
（2011）■
ヒ 846p
冊子版 978-4-86617-097-8 2020.07

*1032282648*
社会

同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎369.31 件名◎東日本大震災
（2011）■ヒ 774p
冊子版 978-4-86617-027-5 2017.03

*1032323710*
社会

Victims'Refuge Lives in the Great East Japan Earthquake

同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
吉原直樹
（よしはら・なおき）
編著 仁平義明
（にへい・よしあき）
編著
分類◎369.31 件名◎東日本大震災
六花出版
（2011）■ヒ 770p
被災直後から現在に至るまでの被災者の様相をまとめた調査報告集。復興の過程 冊子版 978-4-905421-80-1 2015.03

やボランティア活動、コミュニティの実際、メディアの情報発信のありようを、社会学・
防災学・心理学など多様な研究分野から分析・検証する。

「伊勢参宮旅行」
と
「帝都」の子どもたち

*1032383747*
教育

同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 5,500円 + 税
分類◎ 件名◎修学旅行－歴史 ハイ
1930年代東京市で実施された参宮旅行を対象に、拡大から終焉までを構造的に 350p
把握し、その教育的意味を分析。天皇制と教育の関係にかかわる一側面を解明 冊子版 978-4-86617-092-3 2020.07
橋本萌
（はしもと・めぐみ）
著
六花出版

する。ジャケットそでにテキストデータの引換券付き。

*1032282646*
「女教員」
と
「母性」 近代日本における〈職業と家庭の両立〉問題
齋藤慶子
（さいとう・けいこ）
著
六花出版

戦前期における小学校女性教員の「職業と家庭の両立」 問題に関する議論を分
析し、女性教員として求められる「母性」と家事・育児をこなすことの関係が、体
制側の論理に吸収されながら、どのように結びついたのかを考察する。

教育
同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 6,050円 + 税
分類◎374.3 件名◎教員－歴史 サジ
275p
冊子版 978-4-905421-68-9 2014.06

*1031389225*
戦後教員養成改革と
「教養教育」

教育

同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 6,820円 + 税
分類◎373.7 件名◎教員養成－歴史 ヤ
「一般教養を重視して師範タイプ（戦前の師範学校で養成された小学校教員）を セ 284p
克服する」という戦後教員養成の理念に着目。この理念が、教員養成系大学・学 冊子版 978-4-86617-023-7 2017.01
山崎奈々絵
（やまざき・ななえ）
著
六花出版

部では発足当初から実質がともなわなかったことを明らかにする。

*1031843692*
戦後女性教員史

日教組婦人部の労働権確立運動と産休・育休の制度化過程
跡部千慧
（あとべ・ちさと）
著
六花出版

女性教員職において結婚・出産後の継続就労が可能になった過程を、日教組婦
人部の産休代替制定運動および育児休業法制定運動に着目しながら明らかにす
る。テキストデータ引換券付き。
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教育
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 6,380円 + 税
分類◎374.37 件名◎教員 アセ 212p
冊子版 978-4-86617-081-7 2020.01

*1031843690*

戦後日本の道徳教育の成立 修身科の廃止から「道徳」の特設まで

教育

同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 5,720円 + 税
分類◎375.35 件名◎道徳教育－歴史 ト
戦後、道徳教育はいかに行うべきと考えられたのか。教育方法の視点を取り入れて、 セ 212p
新聞や雑誌など広く史料を分析し、戦後日本における道徳教育の成立過程を考察 冊子版 978-4-86617-077-0 2019.02
佟占新
（とん・じゃんしん）
著
六花出版

する。カヴァーそでに視覚障害者向けのテキストデータ請求券付き。

*1032282649*
戦後夜間中学校の歴史 学齢超過者の教育を受ける権利をめぐって

教育

同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,400円 + 税
分類◎376.31 件名◎夜間中学－歴史
15歳を過ぎてもなお「学びなおしたい」 生徒と、彼ら彼女らを応援した人々。夜間 オセ 360p
中学校の歴史的経緯と存立のメカニズムを、学齢超過者の教育を受ける権利をめ 冊子版 978-4-86617-034-3 2017.06
大多和雅絵
（おおたわ・まさえ）
著
六花出版

ぐる動きとの関係のなかで明らかにする。

*1032418953*
総力戦体制下の〈教育科学研究会〉
生活教育とカリキュラムの再編成

金智恩
（きむ・ちうん）
著
六花出版

1930年代の民間教育運動の主体であった教育科学研究会による教育制度改革論
とは如何なるものだったか。「大衆青年教育の確立」という改革方針に注目し、理
論の全容を解明する。ジャケットそでにテキストデータ引換券あり。

動員される母親たち 戦時下における家庭教育振興政策

教育
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 6,380円 + 税
分類◎ 件名◎日本－教育 キソ 356p
冊子版 978-4-86617-091-6 2020.07

*1032282647*
教育

同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 5,500円 + 税
分類◎379.9 件名◎家庭教育－歴史 オ
体制側が構想する家庭教育の内実と、その構想を実現させるための運用（基盤 ド 283p
形成）の実態というふたつの枠組みを柱に、1930～1945年の間に展開した家庭教 冊子版 978-4-905421-69-6 2014.10
奥村典子
（おくむら・のりこ）
著
六花出版

育振興政策という社会的事象の特質を明らかにする。

*1031843691*
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早稲田大学出版部
アメリカ進歩主義教育の源流 ブロンソン・オルコット思想研究

教育

〈早稲田大学エウプラクシス叢書 020〉

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
山本孝司
（やまもと・たかし）
著
分類◎371.253 件名◎オールコット,A.B.
早稲田大学出版部
ヤア 306p
超越主義者と呼ばれる思想家の中で、学校教育に教師として専門的に関わった唯 冊子版 978-4-657-20801-9 2020.01

一の人物、ブロンソン・オルコット。アメリカ教育思想史に、超越主義がどのように
影響したのかを考察し、知られざるオルコット像を説き明かす。

複数言語環境で生きる子どものことば育て

「まなざし」に注目した実践 〈早稲田大学エウプラクシス叢書 022〉
中野千野
（なかの・ちの）
著
早稲田大学出版部

見る・見られるという関係性のもとに、視線や態度、ことばなど、非言語・言語行動
に現れる認識的枠組み「まなざし」の観点から、幼少期より複数言語環境で成長
する子どもへの日本語教育実践を考える。

地域再生の論理と主体形成 農業・農村の新たな挑戦

〈早稲田大学学術叢書 054〉

*1031460103*
教育
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎371.5 件名◎外国人
（日本在留）
ナフ 306p
冊子版 978-4-657-20803-3 2020.04

*1032383771*
農業

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎611.151 件名◎農村計画 カチ
446p
農と農山村の持続可能性を守り抜くために、ヒトと地域、国は何ができるか。農業・ 冊子版 978-4-657-19701-6 2019.10
柏雅之
（かしわぎ・まさゆき）
編著
早稲田大学出版部

矢口芳生
（やぐち・よしお）
ほか著

農村再生の担い手システムの新たな展開・挑戦の実態を明らかにし、地域の持続
可能性の確保に必要な今後の課題を提起する。

中華民国と文物 国家建設に果たした近代文物事業の役割

〈早稲田大学エウプラクシス叢書 018〉

*1031282239*
芸術、美術

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎709.22 件名◎文化財－中国 チ
チ 322p
辛亥革命から1949年に中華民国が台湾へ退去するまでの期間を対象に、中華民 冊子版 978-4-657-19803-7 2019.10
張碧惠
（ちょう・へきけい）
著
早稲田大学出版部

国各政府期の文物に対する認識過程を追う。国家建設において文物が近代文物
事業を通じてどのような役割を担ってきたのかを明らかにする。

意味の文法 〈早稲田大学学術叢書 055〉
上野義雄
（うえの・よしお）
著
早稲田大学出版部

AMG 理論を発展させた著者の集大成。日英語対照の観点から主語繰り上げ、
コントロール、数量詞、テンス、発話行為、モダリティなどの意味を分析する。
AMG 理論についても丁寧に解説。

*1031282240*
日本語
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎815 件名◎日本語－文法 ウイ
489p
冊子版 978-4-657-20701-2 2020.02

*1031629254*
松本清張が「砂の器」
を書くまで ベストセラーと新聞小説の
一九五〇年代 〈早稲田大学エウプラクシス叢書 021〉

山本幸正
（やまもと・ゆきまさ）
著
早稲田大学出版部

松本清張と新聞小説のかかわりについて考察。清張の新聞小説第一作「野盗伝
奇」、ブロック紙掲載「黒い風土」を取り上げると共に、
「砂の器」初出誌を調査し、
その新聞小説としての姿に迫る。石川達三と川崎長太郎にも触れる。

平安時代の笑いと日本文化 『土佐日記』
『竹取物語』
『源氏物語』

日本文学
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎910.268 件名◎松本清張 ヤママ
292p
冊子版 978-4-657-20802-6 2020.01

*1031629255*
日本文学

を中心に 〈早稲田大学エウプラクシス叢書 019〉

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
金小英
（きむ・そよん）
著
分類◎910.23 件名◎日本文学－歴史－
早稲田大学出版部
平安時代 キヘ 302,11p
平安時代前期から中期に書かれた和文、主に日記文学と物語などの散文作品群を 冊子版 978-4-657-19804-4 2019.11

中心に、「笑い」そのもの、もしくは「笑い」をキーワードにして多様な角度からそ
の意義を解く。英文要旨も収録。
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*1031460102*

トルストイと
「女」 博愛主義の原点

〈早稲田大学エウプラクシス叢書 023〉

ロシア・ソビエト文学

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
佐藤雄亮
（さとう・ゆうすけ）
著
分類◎ 件名◎トルストイ,レフ・ニコラエヴィ
早稲田大学出版部
チ サトト 334p
幸福な家庭と理想的世界を結び付け、夢見たレフ・トルストイ。幼い頃死別した母 冊子版 978-4-657-20804-0 2020.06

をはじめ、その生涯を彩った女性たちとの体験は、数々の名作にどのように反映さ
れているのか。その「内なる女性像」から新たな解釈を試みる。

*1032383772*

1047

