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選書新規タイトル続々配信！ 

なぜ中国・韓国は近代化できないのか  
―自信のありすぎる中国、あるふりをする韓国― 

著編者名 石 平 発行年 2018年 

同時1アクセス 
（本体） 

¥2,200 冊子版ISBN 9784585234043  

同時3アクセス 
（本体） 

¥3,300 商品コード 1027666301 

 
習近平の「独裁化」が進む中国、元大統領が次々に逮捕される韓国、お隣の国は
なぜ「前近代的」なままなのか？日本を代表する中韓ウォッチャーが徹底討論、明
治維新150年、日中韓の近代化を問い直す！ 

天孫降臨とは何であったのか 

著編者名 田中 英道 発行年 2018年 

同時1アクセス 
（本体） 

¥2,200 冊子版ISBN 9784585234036  

同時3アクセス 
（本体） 

¥3,300 商品コード 1027666300 

 
日本創建のあらたな物語縄文時代、圧倒的に人口の多かった関東・東北は、日高
見国という太陽信仰の祭祀国を形成、鹿島神宮の祭神タカミムスビからアマテラス
ヘの一族が率いていた。大陸からの脅威に対抗するため、関東の鹿島から九州の
鹿児島へ、香取（柁取り神宮）と息栖神社（天の鳥船神社）の率いる船団が鹿島立
ちして、鹿児島の天降り川に到着した。そこで準備して、イワレヒコ（神武天皇）が東
遷して大和を征服した。最近の考古学と科学分析の成果は神話の新たな読み解き
を導いた。 

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


● 表示価格は税抜きです。 2018年7月 

小池百合子氏は流行
神だったのか  
―これでよいのか、現
状の日本― 

同時 
1アクセス 
（本体） 

¥2,200 

同時 
3アクセス 
（本体） 

¥3,300 

冊子版ISBN 9784585234012  

著編者名 加瀬 英明 発行年 2017年 
商品
コード 

1027666298 

危急存亡の日本。いったい誰が、救えるか？日本の「良識」とは何か？アメリカ、中国、
南北朝鮮の正体を暴く。まず、わが手に日本を取り戻そう！加瀬英明が日本の現状に
モノ申す！ 

日本の起源は日高見
国にあった  
―縄文・弥生時代の歴
史的復元― 

同時 
1アクセス 
（本体） 

¥2,200 

同時 
3アクセス 
（本体） 

¥3,300 

冊子版ISBN 9784585234029  

著編者名 田中 英道 発行年 2018年 
商品
コード 

1027666299 

「日高見国」とはどこなのか？「高い太陽を見る国＝日高見国」は実在した！美術史の
大家が、生物学、神話学、考古学を縦横無尽に博捜して解き明かす、古代史の謎。＊
「日高見国（ひたかみのくに）」とは…『日本書紀』や、その注釈書である『釈日本紀』の
中に出てくる、かつて日本に存在したとされる国の一つ。その名称は今も日本各地に、
日高、日田、北上、飛騨、飯高、日上、氷上などの地名として残っている。 

フランスの神話と伝承  

同時 
1アクセス 
（本体） 

¥3,300 

同時 
3アクセス 
（本体） 

¥4,950 

冊子版ISBN 9784585234067  

著編者名 篠田 知和基 発行年 2018年 
商品
コード 

1027855707 

蛇女メリュジーヌ、魔女、ガルガンチュアから赤ずきん、青ひげ、星の王子様まで…時
に恐ろしく、時に滑稽で、妖艶な神々や妖精の活躍を読み解く！ 

選書新規タイトル続々配信！ 



● 表示価格は税抜きです。 

日本の文化にふれる新規5タイトル 

2018年7月 

忍者の誕生 

同時1アクセス 
（本体） 

¥7,920 

同時3アクセス 
（本体） 

¥11,880 

冊子版ISBN 9784585221517  

著編者名 吉丸 雄哉 発行年 2017年 商品コード 1025431640 
忍者とは何か？「忍者」をモデルにした小説・マンガなどは多くあるが、実際の忍者たちはどのようなものだったの
か。忍術書などから忍者の戦術・精神性を探り、日中における忍者（的な存在）にも言及する。また、現代におけ
る「忍者像」はどのようにして形成され、中国・韓国などでどう受容されているのか。忍術書・忍具、アジア圏の忍
者の小説・マンガなども紹介するとともに、現代でも衰えない人気を誇る「忍者」を解明する。 

今昔物語集の構文研究 

同時1アクセス 
（本体） 

¥22,000 

同時3アクセス 
（本体） 

¥33,000 

冊子版ISBN 9784585280378  

著編者名 高橋 敬一 発行年 2018年 商品コード 1027416220 
平安時代末期の言語を反映しているとされ、その文体・語彙・表記の特殊性から、日本語史研究における貴重な
資料の一つである『今昔物語集』。本書は、その個別事例を丹念に読み解き、状態化アスペクト形式の定着、漢
字片仮名交り文という表記法、話末形式句、仏教用語の受容といった、日本語の歴史を考える上で欠かすことの
できない多数のトピックから、『今昔物語集』の構文を解き明かす。 

戦国武将逸話集 （別冊） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥3,960 

同時3アクセス 
（本体） 

¥5,940 

冊子版ISBN 9784585054443  

著編者名 湯浅 常山 発行年 2018年 商品コード 1027666297 
『常山紀談』、完結！数々の歴史的事件・有名武将の人間関係・一般兵士の知恵や知識・為政者の心掛け･･･。
正編の編集前の姿をうかがわせる逸話が集まった「拾遺」、「節義の士」と評される常山の思想が濃密に表れた
「附録 雨夜燈」の二編構成。正編とは異なる多彩なエピソード、同話・類話を収録。全冊を対象に再編した主要
事件・合戦年表、主要人物索引を付す。 

連濁の総合的研究 

同時1アクセス 
（本体） 

¥22,000 

同時3アクセス 
（本体） 

¥33,000 

冊子版ISBN 9784585280385  

著編者名 佐藤 武義 発行年 2018年 商品コード 1027855709 
日本語特有の音韻現象である連濁は、国内外の研究者のみならず、日本語指導者にも常に注目されてきたテーマである。し
かし、その発生条件、発生要因や、日本語全体に及ぶものであるのかという疑問については、今もなお明らかになっていない
点が多い。本書は、悉皆調査を行うことで、現代日本語における連濁現象の全体像を体系的に描き出し、「連濁」「非連濁」の
出現を明確な数値で示すことで、客観的な理論化を可能にした。そのうえで、表現上の運用面から連濁現象をとらえ、これまで
なされてこなかった統一的な原理による検証を試みる。今後の連濁今後の連濁研究の基盤となる、挑戦的な一冊。 

江戸の異性装者(クロスドレッサー)たち 
―セクシュアルマイノリティの理解のため
に― 

同時1アクセス 
（本体） 

¥7,040 

同時3アクセス 
（本体） 

¥10,560 

冊子版ISBN 9784585221982  

著編者名 長島 淳子 発行年 2017年 商品コード 1027880038 
多様な性のかたち。性規範のもとで葛藤・苦悩する人々。男装を禁止されても止めず遠島に処された女、女装姿
で貸金業を営み女に求婚した男、男同士の夫婦、陰間茶屋で男色に従事する美少年たち―。社会規範からの逸
脱の実態を記録した事件史料を読み解く。 



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 
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『ドラゴンマガジン』創刊物語  
―狼煙を上げた先駆者たち : ライトノベル史
入門― 

同時1アクセス 
（本体） 

¥3,960 

同時3アクセス 
（本体） 

¥5,940 

冊子版ISBN 9784585291497  

著編者名 山中 智省 発行年 2018年 商品コード 1027355082 

1980年代後半～90年代前半を中心に、現在「ライトノベル」と呼ばれている若年層向けエンターテインメント小説が誕生していく過程を、
ライトノベル史に名を残す雑誌『ドラゴンマガジン』とその周辺状況に着目しつつ、著者が収集した多数の資料と同時代を経験した人物
のインタビューから描き出す。＊『ドラゴンマガジン』とは…富士見書房から1988年に創刊され、現在も若年層向けエンターテインメント
小説を扱う専門誌の一つであり、出版社が同じ富士見ファンタジア文庫の刊行作品やその関連情報を中心に掲載している。〈ライトノ
ベル雑誌〉 

踊る裸体生活  
―ドイツ健康身体論とナチスの文化史― 

同時1アクセス 
（本体） 

¥5,280 

同時3アクセス 
（本体） 

¥7,920 

冊子版ISBN 9784585221906  

著編者名 森 貴史 発行年 2017年 商品コード 1027666295 

全裸で、なにが悪い？健康で清潔な身体は美しい―。そんな価値観は、いつどのように生まれたのか。19世紀末、ドイツを中心に広
がった〈裸体文化〉は、自然療法などの医学や、モダンダンスなどの芸術とともに、新しい生活様式として受容されていった。一方で、
優性思想や民族主義にも結びついて、ナチズムとも密接にかかわっていく…。 自然愛好・菜食主義・健康志向など、今にいたる様々
な潮流の淵源ともなった〈裸体文化〉の思想と歴史、実践を200点以上の貴重な写真資料とともに追い、人類における〈裸〉の意味を探
る。 

博士になったらどう生きる?  
―78名が語るキャリアパス― 

同時1アクセス 
（本体） 

¥3,960 

同時3アクセス 
（本体） 

¥5,940 

冊子版ISBN 9784585230564  

著編者名 栗田 佳代子 発行年 2017年 商品コード 1027666296 

ポスドク問題、高学歴ワーキングプア…。不安の時代に、先輩たちの辿った道をたずねる。各分野78名のインタビューから、今しなけ
ればいけないこと、そして、未来を拓くヒントが見えてきた。【推薦のことば】才能とは執念、しぶとい持続力だ。でも、同時にキャリアを
築いていくにはモデルや戦略も必要なのだ。本書は、未来を切り拓こうとする若き研究者のために幅広い具体例を提供する。この本
はきっと、君が望む道を歩むためのバイブルとなるはずだ。（東京大学教授 吉見俊哉） 

私小説のたくらみ  
―自己を語る機構と物語の普遍性― 

同時1アクセス 
（本体） 

¥7,920 

同時3アクセス 
（本体） 

¥11,880 

冊子版ISBN 9784585291527  

著編者名 柴田 勝二 発行年 2017年 商品コード 1027690526 

作家はいつから、どのように〈自身〉を語り始めたのか―私小説は、私的な小さな世界を描くと同時に、作者自身の経験や心情を描く
ことで、社会との対峙、他者との葛藤など、人間性に関わる普遍的な問題をも提示する。芥川龍之介『歯車』、梶井基次郎『檸檬』、志
賀直哉『和解』といった私小説の代表作から、森鷗外『舞姫』、三島由紀夫『仮面の告白』、大江健三郎『個人的な体験』など従来は「私
小説」として扱われなかった作品も取り上げ、日本近代文学における「私」語りのありようを考察する。 

水族館の文化史  
―ひと・動物・モノがおりなす魔術的世界― 

同時1アクセス 
（本体） 

¥6,160 

同時3アクセス 
（本体） 

¥9,240 

冊子版ISBN 9784585222101  

著編者名 溝井 裕一 発行年 2018年 商品コード 1027855708 

古代から現代までの人と水生生物をめぐる関係を、水族館の変遷から読み解くひとが「魚を見ること」にはどんな意味が秘められてい
るのか。古代の養魚池文化にはじまり、黎明期の水族館のユニークな展示、植民地支配とのかかわり、SF小説や映画の影響、第二
次世界大戦中の苦難、展示のストーリー化、さらにはヴァーチャル・リアリティ技術とのハイブリッド化が進む最新の水族館事情など、
古今東西の水族館文化を図版とともに概観、ガラスの向こう側にひろがる水の世界へいざなう。カラー・モノクロ図版を200枚以上掲
載！ 

新規単行本5タイトル 
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