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書名 著編者 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 

世界の子どもの貧困対策と福祉関連QOL ―日本、韓国、イギ
リス、アメリカ、ドイツ― 

黒木 保博 2018 9784762028045 ¥10,560 ¥15,840 1028397446 

海外留学がキャリアと人生に与えるインパクト ―大規模調査
による留学の効果測定― 

横田 雅弘 2018 9784762028021 ¥11,550 ¥17,325 1028397447 

手と足と眼と耳 ―地域と映像アーカイブをめぐる実践と研究― 原田 健一 2018 9784762027956 ¥11,550 ¥17,325 1028397448 

実学企業とマネジメント 吉沢 正広 2018 9784762027918 ¥6,930 ¥10,395 1028397449 

近代日本の少年非行史 ―「不良少年」観に関する歴史社会学
的研究― 

作田 誠一郎 2018 9784762027871 ¥23,100 ¥34,650 1028397450 

女性の視点でつくる社会科授業 升野 伸子 2018 9784762027758 ¥5,940 ¥8,910 1028397451 

多文化共生社会における協働学習 杉原 麻美 2018 9784762027895 ¥17,160 ¥25,740 1028397452 

西洋都市社会史 ―ドイツ・ヨーロッパ温故知新の旅― 斯波 照雄 2018 9784762027604 ¥6,270 ¥9,405 1028397453 

好評配信中タイトル！ 
  高齢者施設介護への視座 ―施設入居者

の生活実態及び介護労働における歩行調
査を手がかりに― 

同時1アクセス(本体) ¥5,940 

同時3アクセス(本体) ¥8,910 

冊子版ISBN 9784762028038  

著編者名 仲田 勝美 発行年 2018 商品コード 1028397443 

介護職員の実際と入居者の実際という複眼で高齢者施設を捉えた現状把握と課題克服への視点を示す。高齢者施設において、重度
化する入居者の生活実態を明らかにし、入居者の状態に応じた介護のあり方としての介護方法論検討のための基本条件を提示。ま
た介護職員の施設介護労働の実際についても検討。高齢者施設介護における視座となる要件・提言をまとめた１冊。 

  

数字と言葉 ―社会学方法論の研究― 

同時1アクセス(本体) ¥13,200 

同時3アクセス(本体) ¥19,800 

冊子版ISBN 9784762028069  

著編者名 水谷 史男 発行年 2018 商品コード 1028397444 

本書は、社会現象の把握と探求の方法、つまり人間がこの地上に生きて日々生活している具体的な現実を、正確に捉え考え
ようとする学問である「社会学」の方法の研究を主題としている。社会学の方法を、およそふたつの異なる態度、数字と言葉の
どちらに関心を置くかという点から、主要な方法論とその実例を検討していく。 

0 

  

日本経済の長期停滞とアジアへの教訓 

同時1アクセス(本体) ¥8,250 

同時3アクセス(本体) ¥12,375 

冊子版ISBN 9784762028007  

著編者名 長谷川 啓之 発行年 2018 商品コード 1028397445 

日本経済は長期停滞状態からどう脱却するか。また,アジア経済は順調に持続的成長を続けられるのか。「工業化の需給理
論」に基づき日本やアジアの長期経済発展を分析し,経済の持続的な成長の実現のための手がかりを探る。 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
http://www.gakubunsha.com/
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好評配信中タイトル！ 

総合人間学 

書名 著編者 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 

総合人間学の試み ―新しい人間学に向けて―（1） 小林 直樹 2006 9784762016066 ¥6,600 ¥9,900 1018696112 

生命・生活から人間を考える （2） 小原 秀雄 2006 9784762016073 ¥6,600 ¥9,900 1018696113 

現代の教育危機と総合人間学 （3） 柴田 義松 2006 9784762016080 ¥6,600 ¥9,900 1018696114 

人間はどこにいくのか （1） 総合人間学会 2007 9784762016981 ¥9,240 ¥13,860 1018696116 

自然と人間の破壊に抗して （2） 総合人間学会 2008 9784762018541 ¥8,580 ¥12,870 1018696117 

科学技術を人間学から問う （3） 総合人間学会 2009 9784762019708 ¥8,580 ¥12,870 1018696118 

戦争を総合人間学から考える （4） 総合人間学会 2010 9784762020896 ¥9,240 ¥13,860 1018696119 

人間にとっての都市と農村 （5） 総合人間学会 2011 9784762021756 ¥8,250 ¥12,375 1018696120 

進化論と平和の人間学的考察 （6） 総合人間学会 2012 9784762022913 ¥9,900 ¥14,850 1018696121 

3・11を総合人間学から考える （7） 総合人間学会 2013 9784762023811 ¥6,270 ¥9,405 1018696122 

人間関係の新しい紡ぎ方 ―3・11を受けとめて―（8） 総合人間学会 2014 9784762024597 ¥6,270 ¥9,405 1018696123 

「居場所」の喪失、これからの「居場所」 ―成長・競争社会とその
先へ―（9） 

総合人間学会 2015 9784762025495 ¥6,270 ¥9,405 1018696124 

コミュニティと共生 ―もうひとつのグローバル化を拓く―（10） 総合人間学会 2016 9784762026515 ¥6,270 ¥9,405 1022212592 

13冊揃価格 

同時１アクセス（本体）  ¥98,670 

同時３アクセス（本体） ¥148,005 

書名 著編者 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 

クリエイティブな教師になろう ―これからの教師像と5つの視点― 佐藤 博志 2018 9784762027697 ¥5,940 ¥8,910 1028397454 

健康寿命を延ばすためのひと工夫 清岡 智 2018 9784762027666 ¥3,960 ¥5,940 1028397455 

わかりやすいキャリア学 ―成長するためのキャリアデザイン― 古閑 博美 2018 9784762027970 ¥7,590 ¥11,385 1028397463 

現代福祉コミュニティ論 和田 清美 2018 9784762027888 ¥8,250 ¥12,375 1028397464 

地域イノベーションのためのトポスデザイン （地域デザイン学
会叢書） 

地域デザイン学会 2018 9784762028274 ¥9,570 ¥14,355 1028397466 

もっと知りたい!定年の楽しみ方 遠山 紘司 2017 9784762027420 ¥4,950 ¥7,425 1028397456 

学校司書の役割と活動 ―学校図書館の活性化の視点から― 金沢 みどり 2017 9784762027529 ¥8,580 ¥12,870 1028397457 

持続可能な世界へ ―生活空間再生論序説― 安村 克己 2017 9784762027512 ¥10,890 ¥16,335 1028397458 

高校生の市民性の諸相 ―キャリア意識・規範意識・社会参画
意識を育む実践の検証―（明治大学人文科学研究所叢書） 

林 幸克 2017 9784762027406 ¥9,240 ¥13,860 1028397459 

地域再生の社会学 三浦 典子 2017 9784762027130 ¥11,220 ¥16,830 1028397460 

ビジネス文書と日本語表現 ―正しい美しい日本語で相手の心
をつかむ―改訂2版 

河田 美惠子 2017 9784762027109 ¥7,260 ¥10,890 1028397465 
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社会人になる前に知っておきたいビジ
ネスパーソンの常識とマナー 

同時1アクセス(本体) ¥5,940 

同時3アクセス(本体) ¥8,910 

冊子版ISBN 9784762026287  

著編者名 白川 美知子 発行年 2016 商品コード 1022212590 

ビジネスの基礎、ＴＢＬ（Team Based Learning）：チーム基盤型学習、ビジネス実務から構成。ビジネスを学習する学生や新
社会人を対象に、ビジネスパーソンとして、仕事に対するとらえ方や、ビジネス実務に関する知識とその活用を紹介。ビジネ
スの基本、ビジネスマナーを習得することで、就職の際の面接試験などにも役立ち、社会人として即戦力になるように構成。 

  
西洋の都市と日本の都市どこが違うの
か ―比較都市史入門― 

同時1アクセス(本体) ¥5,940 

同時3アクセス(本体) ¥8,910 

冊子版ISBN 9784762024948  

著編者名 斯波 照雄 発行年 2015 商品コード 1017741727 

現在のヨーロッパ都市はどのような環境や経過の中で作られてきたのか、その構造はどのようであったのか。ヨーロッパ都
市の歴史的形成過程と発展要因を解き明かし、日本の都市の復活のための提言をまとめる。 

  リスク社会のフレーム分析 ―福島第一原

発事故後の「新しいリスク」を事例とした実証的
研究― 

同時1アクセス(本体) ¥16,500 

同時3アクセス(本体) ¥24,750 

冊子版ISBN 9784762025518  

著編者名 柳瀬 公 発行年 2015 商品コード 1018822774 

現代社会は、社会の変容とともにリスクの形態が変化し、原発事故など「新しいリスク」が潜在しているリスク社会である。メ
ディアが「新しいリスク」を顕在化する過程で、人びとのリスク認識に与える影響を明らかにする。 

  
グローバル人材を育てます = Bring up 
global talented person 

同時1アクセス(本体) ¥7,590 

同時3アクセス(本体) ¥11,385 

冊子版ISBN 9784762024252  

著編者名 全国ビジネス系大学教育会議 発行年 2014 商品コード 1018822793 

グローバル人材の育成に大学がどのようにかかわっているかを小樽商科大学、早稲田大学などの事例をもとに紹介。さら
に、企業側の取り組みや考え方、韓国のサムスングループのグローバル人材育成の実態なども明らかにする。 

  
動物園マネジメント ―動物園から見えて
くる経営学― 

同時1アクセス(本体) ¥8,580 

同時3アクセス(本体) ¥12,870 

冊子版ISBN 9784762024009  

著編者名 児玉 敏一 発行年 2013 商品コード 1018822782 

日本各地の動物園や水族館が取り組んできた改革の歩みを経営学という視点から取り上げた本。動物園・水族館の組織学
習・イノベーションの現状や、社会教育・青少年教育の場としての動物園の役割等を紹介する。 

学文社 おすすめコンテンツ！ 

著編者名 山口 有次 発行年 2015 

同時1アクセス（本体） ¥8,580 冊子版ISBN 9784762025099  

同時3アクセス（本体） ¥12,870 商品コード 1022212594 

新ディズニーランドの空間科学  
 ―夢と魔法の王国のつくり方― 新版 

ゲストをもてなし楽しませるディズニーランドの“集客技術”を空間科学的に徹
底分析。さらに進化する空間的仕掛けづくりは、さまざまなサービス産業にも
役立つ知識の宝庫。この驚きのノウハウを知れば知るほどますます夢と魔法
の王国に魅了される改訂増補版。 
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【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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