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アスパラブックス 

ヨーロッパ徒然記 
著編者名 高木 明啓 発行年 2019 

同時1アクセス（本体） ¥3,300 同時3アクセス（本体） ¥4,620 

冊子版ISBN 9784901022040  商品コード 1030760009 
1977年、日本電信電話で米国マサチューセッツ工科大学（MIT）に研究員として赴任したことをきっかけに、広く世界を飛び回った見聞をつづった上質
のエッセイ集。ファッション、スポーツカー、料理など、西洋社会生活の断片を巧みに切り取った、伊丹の「自慢話と雑知識にまぶして行った自己表白」
（関川夏央）に、ひと時の逃げ場を見つけたのです。私にとって、ヨーロッパは、「遥か彼方の憧れの場所」になりました。 

商標パロディの権利 : "成功した"パロディは「芸術作品」であり,「伝統文化」である！ 
著編者名 岡本 智之 発行年 2019 

同時1アクセス（本体） ¥2,200 同時3アクセス（本体） ¥3,080 

冊子版ISBN 9784901022071  商品コード 1030760010 
日本ではパロディは悪者扱いされてきた。その背景には,「パロディ化=便乗商法」,「パロディ商品=便乗商品」という認識(偏見？)が根付いており,パロ
ディの「文化的側面」が軽視されてきた,という実態があるのではないでしょうか。筆者は,パロディは「社会的メッセージや芸術性」を意図してなされた「芸
術作品」であり「伝統文化」であると捉えるべきではないかと思う。この思いこそが,本研究を始めた動機です。 

看護法のすすめ 2019年版 
著編者名 大橋 將 発行年 2019 

同時1アクセス（本体） ¥5,500 同時3アクセス（本体） ¥7,700 

冊子版ISBN 9784901022095  商品コード 1030760011 
本書は、『看護』の目線から見たときに、法律とどのように付き合い・活用すればいいかを主眼としました。看護大学、看護学校で教鞭を執り、教科書を
利用してきましたが、なかなか学生の皆さんと一緒に看護と法のかかわりを身につける教科書に出会えませんでした。そのため自分で教材を作成して
きましたが、教科書としてきちんとまとめて，より使い易くした方がよいことから書籍としたものです。過去問(原則過去４年間)も収載。 

ローベルト・ムージル ―可能性感覚の軌跡― 
著編者名 早坂 七緒  発行年 2019 

同時1アクセス（本体） ¥4,180 同時3アクセス（本体） ¥5,830 

冊子版ISBN 9784901022101  商品コード 1030760012 
20世紀文学の主峰『特性のない男』の著者ムージルの生涯と作品。オリヴァー・プフォールマン（著）、早坂七緒、高橋 完治、渡辺幸子、満留伸一郎
（翻訳） 子供のころに体験した両親と「家族の友」との奇妙な三角関係。これが終生不倫をテーマとするムージルの文学の発端だったのか。ローベル
ト･ムージル（1880～1942）の謎を気鋭のゲルマニスト、プフォールマンが解明する。 

森鴎外小論 
著編者名 岸田 美子 発行年 2019 

同時1アクセス（本体） ¥2,860 同時3アクセス（本体） ¥4,070 

冊子版ISBN 9784901022033  商品コード 1030760013 
鷗外をやつてみないか――莨の灰のこぼれた刹那に、啓示を輿へて下さつたのは能勢朝次先生であつた。先生の澄み徹る学者魂、就中講義を限り
なく悦ばしいものに迄高めてくださるその藝術的天分に、心から傾倒していた私は、爾来卒業論文の題目を鷗外ときめて迷はなかつた。兎も角睫毛一
本も使命を帯びて、生ひ育つ事を思ひ、私はこの小冊子も亦何らかの使命を帯びて、この世の小さな空間を占めさせるために、世におくる。 

川端康成 官能と宗教を志向する認識と言語 
著編者名 片山 倫太郎 発行年 2019 

同時1アクセス（本体） ¥6,600 同時3アクセス（本体） ¥9,240 

冊子版ISBN 9784901022057  商品コード 1030760016 
大学院生の時から、四半世紀余りの間に発表した川端康成論を、系統立てて纏めることができた。文献学的色合いの濃い研究であるが、博士課程在
籍時に偶々、J・M・ギュイヨーの典拠を発見したことが研究の手応えを感じた最初だった。〈川端文学における典拠研究が成果をあげるのは、読書や
取材から想像をつむぐという川端の創作方法の傾向が顕著だからである。〉そのような確信に至るまでには偶然と幸運が重なったことも大きい。 

書名 発行年 冊子版ISBN 
同時1 

アクセス 
(本体) 

同時3 
アクセス 
(本体) 

商品コード 

川端文学への視界 No.33,2018 2018 9784901022019 ¥5,500  ¥7,700  1030760014 

川端文学への視界 No.34,2019 2019 9784901022118 ¥5,500  ¥7,700  1030760015 

川端康成学会機関誌年報 川端康成学会 編 

新規配信タイトル  

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160


■営業部  http://yushodo.maruzen.co.jp/corp/bases/index.html#gakujo

 

【首都圏】 〒105-0022  東京都港区海岸1-9-18  国際浜松町ビル TEL: 03-6367-6080　FAX: 03-6367-6185

【関東甲信越】

　神奈川静岡営業部 〒244-0805 横浜市戸塚区川上町85-1　N&Fビル4階 TEL: 045-827-2571　FAX: 045-827-2579

　筑波営業部 〒305-0005 つくば市天久保4-6-4 TEL: 029-851-6000　FAX: 029-851-4310

　首都圏営業部 〒190-0011 立川市高松町3-1-5　新立川ビル5階 TEL: 042-512-8511　FAX: 042-512-9630

【北海道・東北】

　札幌営業部 〒004-8502 札幌市清田区北野6条1-4-60 TEL: 011-884-8222　FAX: 011-884-8250

　仙台営業部 〒980-8566 仙台市青葉区一番町2-10-17 仙台一番町ビル3階 TEL: 022-222-1133　FAX: 022-265-7516

　盛岡営業所 〒020-0015 盛岡市本町通1-9-14  JT本町ビル2階 TEL: 019-654-1051　FAX: 019-654-1359

【東海・北陸】

　名古屋営業部 〒460-0008 名古屋市中区栄1-24-15  JPR名古屋伏見ビル5階 TEL: 052-209-2602　FAX: 052-209-2614

　金沢営業部 〒920-0024 金沢市西念1-1-3   コンフィデンス金沢5階 TEL: 076-231-3155　FAX: 076-231-3299

【関西】

　大阪営業部 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-28    久太郎町恒和ビル4階 TEL: 06-6251-2622　FAX: 06-6251-2588

　京都営業部 〒616-8533 京都市右京区太秦上刑部町10  大日本印刷（株）京都工場内 TEL: 075-863-5321　FAX: 075-863-5352

　神戸営業部 〒657-0856 神戸市灘区岩屋南町4-36  岩屋ビル TEL: 078-389-5311　FAX: 078-389-5312

【中四国】

　岡山営業部 〒700-0822 岡山市北区表町1-3-50 TEL: 086-231-2262　FAX: 086-231-4370

　松山営業所 〒790-0806 松山市緑町2-10-10  FURUMOTOビル1階 TEL: 089-941-5279　FAX: 089-933-7754

　広島営業部 〒730-0037 広島市中区中町7-23  住生平和大通り第2ビル6階 TEL: 082-247-2252　FAX: 082-247-1576

【九州】

　福岡営業部 〒815-0031 福岡市南区清水2-15-11 TEL: 092-561-1831　FAX: 092-561-1854

　長崎営業所 〒852-8102 長崎市坂本1-8-33 TEL: 095-843-0355　FAX: 095-843-0333

　熊本営業所 〒860-0804 熊本市中央区辛島町8-23　桜ビル辛島町3F TEL: 096-312-0533　FAX: 096-241-8801

　沖縄営業所 〒900-0021 那覇市泉崎1-12-7  不動産会館ビル6階 TEL: 098-861-4837　FAX: 098-863-0090

 

◆お問い合わせ、 ご注文は最寄りの弊社支店 ・ 営業部 ・ 営業所までお願いします。

丸善雄松堂株式会社  学術情報ソリューション事業部　Maruzen eBook Library 担当

〒105-0022 東京都港区海岸 1-9-18 国際浜松町ビル　TEL: (03)6367-6008　FAX: (03) 6367-6184

e-mail: ebook-i@maruzen.co.jp ホームページ：http://yushodo.maruzen.co.jp
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