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中央法規出版
日野原重明著作選集を電子化！
著者の半世紀以上にわたる医師生活で培われた思想と思索のエッセンスを凝縮した『日野原
重明著作集』から厳選・加筆して上下巻にまとめました。科学的に急速に進歩している医学や
看護において、その基盤にある“アート”への回帰と新しい創造の必要性を説いています。

日野原重明著作選集 （上）
商品コード：1015293234
刊行年：1999
冊子版 ＩＳＢＮ：9784805818343
同時アクセス数１： 本体 5,500円 +税
同時アクセス数３： 本体 8,300円 +税

日野原重明著作選集 （下）
商品コード：1015293235
刊行年：1999
冊子版 ＩＳＢＮ：9784805818350
同時アクセス数１： 本体 5,500円 +税
同時アクセス数３： 本体 8,300円 +税

対論 社会福祉学 全5巻

2012年刊行

社会福祉学の争点となるべき20の主要な課題を選び、それぞれ
2名の論者が自説を展開する。その論説に対する考察とコメント
も掲載。

価格（各巻）
同時アクセス数１： 本体 7,500円 +税
同時アクセス数３： 本体 11,300円 +税

第1巻：「社会福祉学の範囲」「戦前と戦後の連続・非連続」など
第2巻：「社会保障改革と最低生活保障」「脱施設化」など
第3巻：「社会福祉運営論としてのソーシャル・ガバナンス」など
第4巻：「ソーシャルワークにおける当事者との協働」など
第5巻：「ソーシャルワークにおけるエビデンスとは何か」など
をテーマとして設定しています。

ことばでつまずく子どもたち
―話す・読む・書くの脳科学―
ことばの発達につまずいてしまった子どもたちをどう理解し、どう
配慮し、どうコミュニケーションの自立に向けて指導すればよい
のか。“ことばの発達”のメカニズムと支援のポイントをわかりや
すく解説する。

起立性調節障害の子どもの日常生活サポートブック
起立性調節障害の子どもにとって切実な悩みである高校進路選
択など、日常生活のさまざまな不安に対する適切な対応方法を
紹介。就学、就職や出産などにも触れたライフサポートブック。

商品コード：1015293242
刊行年：2011
冊子版 ＩＳＢＮ：9784805835333
同時アクセス数１： 本体 3,600円 +税
同時アクセス数３： 本体 5,300円 +税

商品コード：1015293246
刊行年：2010
冊子版 ＩＳＢＮ：9784805833858
同時アクセス数１： 本体 3,600円 +税
同時アクセス数３： 本体 5,300円 +税

Maruzen eBook Library は、学術・研究機関のための学術情報に特化した電子書籍をご提供する丸善オリジナルのプラットフォームです

中央法規出版 発売タイトルのご案内
脳からわかる発達障害 ―子どもたちの「生きづらさ」
を理解するために―
ＬＤ、ＡＤＨＤなど発達障害をもつ子どもたちを、脳機能から理解
し、その上で支援するコツを考える。「見る」「聞く」から「感情」「社
会性」まで、教育・子育てに活かす「わかり易い」脳科学の知識を
説く。

起立性調節障害の子どもの正しい理解と対応
朝起きるのが苦手、めまいがするなどの「起立性調節障害」。怠
けなどと誤解されやすいこの疾患について診断・治療方法を解
説。

発達障害者支援の現状と未来図 ―早期発見・早期
療育から就労・地域生活支援まで―
発達障害者支援の現状と課題、これからあるべき方向性につい
て、第一線の研究者・臨床家が各領域での研究をベースに論じ
た一冊。

身体知と言語 ―対人援助技術を鍛える―
援助者とクライアントの間では何が起こっているのか。臨床実践
家はどのような過程を経て熟成していくのか。３０有余年の実践
のなかで培われた「暗黙の知」を細密な「ことば」で描き出す。

タイトル

著編者名

発行年 冊子版ISBN

商品コード： 1015293243
刊行年：2009
冊子版 ＩＳＢＮ：9784805832257
同時アクセス数１： 本体 4,000円 +税
同時アクセス数３： 本体 6,000円 +税

商品コード：1015293245
刊行年：2009
冊子版 ＩＳＢＮ：9784805848661
同時アクセス数１： 本体 3,600円 +税
同時アクセス数３： 本体 5,300円 +税
商品コード： 1015293247
刊行年：2010
冊子版 ＩＳＢＮ： 9784805834268
同時アクセス数１： 本体 5,300円 +税
同時アクセス数３： 本体 8,000円 +税

商品コード： 1015293236
刊行年：2007
冊子版 ＩＳＢＮ：9784805828564
同時アクセス数１： 本体 7,100円 +税
同時アクセス数３： 本体 10,600円 +税

同時アクセス１
（税別）

同時アクセス３
（税別）

商品コード

一般社団法人日
本社会福祉学会

2012

9784805837252

¥7,500

¥11,300

1015293229

一般社団法人日
本社会福祉学会

2012

9784805837269

¥7,500

¥11,300

1015293230

一般社団法人日
本社会福祉学会

2012

9784805837276

¥7,500

¥11,300

1015293231

一般社団法人日
本社会福祉学会

2012

9784805837283

¥7,500

¥11,300

1015293232

（対論 社会福祉学 第5巻）

一般社団法人日
本社会福祉学会

2012

9784805837290

¥7,500

¥11,300

1015293233

ケースマネージメントの理論と実際

白澤政和

1992

9784805809396

¥7,500

¥11,300

1015293237

2001

9784805843628

¥12,100

¥18,200

1015293238

2007

9784805847428

¥13,200

¥19,800

1015293239

2007

9784805847763

¥10,200

¥15,200

1015293240

社会福祉原理・歴史
（対論 社会福祉学 第1巻）

社会福祉政策
（対論 社会福祉学 第2巻）

社会福祉運営
（対論 社会福祉学 第3巻）

ソーシャルワークの思想
（対論 社会福祉学 第4巻）

ソーシャルワークの理論

社会福祉法の解説
精神保健福祉法詳解 ３訂
逐条解説障害者自立支援法

社会福祉法令研
究会
精神保健福祉研
究会
障害者福祉研究
会

自閉症と受容的交流療法

石井哲夫

1995

9784805813959

¥8,800

¥13,200

1015293241

発達障害の子どもたち
―いきいきとしたその世界―

細川徹

2003

9784805823590

¥3,600

¥5,300

1015293244

食中毒

坂崎利一

1981

9784805800898

¥26,400

¥39,600

1015293248

食中毒Ⅱ

坂崎利一

1983

9784805802120

¥17,200

¥25,800

1015293249

食水系感染症と細菌性食中毒 新訂

坂崎利一

2000

9784805819401

¥55,000

¥82,500

1015293250

※表示価格は税抜きです。
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