Maruzen eBook Libraryは、学術・研究機関の為の学術情報に特化した
電子書籍をご提供する丸善雄松堂オリジナルのプラットフォームです
最新情報をご案内中！
QRコードからご覧頂けます

丸善雄松堂の機関向け電子書籍提供サービス
https://elib.maruzen.co.jp/

学術認証フェデレーションと連携

公害・環境訴訟講義

No.2018-477

同時1アクセス（本体）

¥8,140

同時3アクセス（本体）

¥12,210

冊子版ISBN
9784589039446
吉村 良一
発行年
2018
商品コード 1028340394
著編者名
訴訟形態および被害類型別に訴訟の展開・争点・公害政策の課題を解説した体系的概説書。「被害者救済」を重視する
視点から争点・訴訟の結論についての私見を明示し、今後の理論構築への示唆をあたえる。平成30年3月の福島原発判
決まで網羅。

人口減少を乗り越える
―縦割りを脱し、市民と共に地域で挑む―

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
9784589039200
藤本 健太郎
発行年
2018
商品コード 1028340386
著編者名
深刻な地域の人口減少の実態やその影響を概観・整理のうえ、育児／介護支援の拡充に向けて、包括的な人口減少対
策を提言。さらに市民の力を借りた公私連携による育児／介護と仕事の両立の方策を模索する。

講義・憲法学

同時1アクセス（本体）

¥7,480

同時3アクセス（本体）

¥11,220

冊子版ISBN
9784589039255
永田 秀樹
発行年
2018
商品コード 1028340387
著編者名
総論で日本国憲法を理論的・歴史的に位置づけ、人権分野では表現の自由、生存権・労働権の展開を詳細に論じ、統治
分野ではドイツの憲法訴訟・理論を踏まえて解説。歴史的視点を保ちつつ、現実の日本政治・社会を念頭において最新
の議論動向をふまえた憲法学の本格的体系書。

司法権の国際化と憲法解釈
―「参照」を支える理論とその限界―

同時1アクセス（本体）

¥12,320

同時3アクセス（本体）

¥18,480

冊子版ISBN
9784589039316
手塚 崇聡
発行年
2018
商品コード 1028340388
著編者名
自国の憲法解釈をする際に国際法規範を取り入れる方法のひとつである「参照」に焦点をおき、その方法と実態をカナダ
最高裁の実践手法を具体的に明らかにしつつ考察。「参照」の正当性や司法の国際化にとっての「参照」の意義を探究す
る。日本の司法にも示唆を与える論考。

都道府県出先機関の実証研究
―自治体間連携と都道府県機能の分析―

同時1アクセス（本体）

¥11,440

同時3アクセス（本体）

¥17,160

冊子版ISBN
9784589039286
水谷 利亮
発行年
2018
商品コード 1028340389
著編者名
市町村と連携・協働・対抗しつつ柔軟性をもちながら機能してきた都道府県出先機関に着目し、行政学・地方自治論・地
方財政論の知見から分析。道州制論や「地方創生」政策を批判的に検証し、都道府県の機能を再評価しながら現行の二
層制の強化を提言する。

憲法改正論の焦点
―平和・人権・家族を考える―

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
9784589039293
辻村 みよ子
発行年
2018
商品コード 1028340390
著編者名
近代立憲主義をくつがえす論議が性急に進む状況を批判的に考察。平和主義（9条）の放棄だけでなく、個人尊重（13条）
の軽視、男女平等（24条）の形骸化など、憲法がないがしろにされている実態をみる。いまの憲法改正論を考えるにあ
たって、見逃されがちであり、しかし必須の視座を提供する。

● 表示価格は税抜きです。

2018年10月

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雄松堂オリジナルのプラットフォームです

離島と法

同時1アクセス（本体）

¥10,120

―伊豆諸島・小笠原諸島から憲法問題を考 同時3アクセス（本体）
冊子版ISBN
える―

¥15,180
9784589039323

著編者名
榎澤 幸広
発行年
2018 商品コード 1028340391
基本的人権は日本にいるすべての人間に保障されている。しかし、離島に関わるあらゆる法は島民の人権
を保障するものとなっているのだろうか。1946～79年に生じた5つの事例―伊豆大島独立構想、宇津木村の
村民総会、青ヶ島の選挙権行使の停止、八丈小島の全島民引き揚げ、小笠原村の村政運営―の解析から
人権保障のありかたを検討・再構成する。

デモクラシーとセキュリティ
―グローバル化時代の政治を問い直す―

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

9784589039330

著編者名
杉田 敦
発行年
2018 商品コード 1028340392
政治理論が主に考究してきたデモクラシーの問題と、国際政治学が主に扱ってきたセキュリティの問題がグ
ローバル化の中で交差している。第一線の政治学者・国際政治学者が境界線の再強化、テロリズム、日本
の安保法制・代議制民主主義の機能不全などの政治の諸相を深く分析。

会社法の到達点と展望
―森淳二朗先生退職記念論文集―

同時1アクセス（本体）

¥24,200

同時3アクセス（本体）

¥36,300

冊子版ISBN

9784589039408

著編者名
徳本 穰
発行年
2018 商品コード 1028340393
戦後から現在までの会社法の大きな展開を整理し、原点から到達点までを共有のうえ、会社法における現
時点の争点・論点を掘り下げた24論考。国際的動向および最新の判例法理をふまえ、根源的および喫緊の
課題を論究。

労働者のメンタルヘルス情報と法
―情報取扱い前提条件整備義務の構想―

同時1アクセス（本体）

¥13,640

同時3アクセス（本体）

¥20,460

冊子版ISBN

9784589039453

著編者名
三柴 丈典
発行年
2018 商品コード 1028340395
労働者のメンタルヘルス情報の取扱いをめぐる諸問題について関係法規および法理・学説を整理し、諸問
題を理論的に解明。メンタルヘルス情報の取扱い適正化のための法理論構築へ向け、論証を試みる。

「スコットランド問題」の考察
―憲法と政治から―

同時1アクセス（本体）

¥12,320

同時3アクセス（本体）

¥18,480

冊子版ISBN

9784589039392

著編者名
倉持 孝司
発行年
2018 商品コード 1028340396
「スコットランドは独立国家となるべきか？」憲法・政治の専門家が1707年イングランドとの「連合」から1970
年以降の権限移譲の進展、2014年の独立住民投票、2016年以降のイギリスEU離脱動向に至る歴史過程
をふまえて問題を掘り下げて分析。地方レベル－全国レベル－超国家レベルの「多属化された統治」の展
開をフォロー。

新・いのちの法と倫理 改訂版
（法律文化ベーシック・ブックス）

同時1アクセス（本体）

¥5,720

同時3アクセス（本体）

¥8,580

冊子版ISBN

9784589038180

著編者名
葛生 栄二郎
発行年
2017 商品コード 1028340397
多面的な現象をもつ「いのち」の問題を、法や倫理、宗教などさまざまな視点から複眼的に考える。現代リベ
ラリズムとは一線を画し、「いのちの現場に寄りそう」ことを立脚点に、近時の動向・事件を盛りこんで解説し
た最新版。

● 表示価格は税抜きです。

2018年10月

国際ビジネスのための英米法入門

同時1アクセス（本体）

¥6,380

―英米法と国際取引法のエッセンス50講
―第3版

同時3アクセス（本体）

¥9,570

冊子版ISBN

9784589038289

著編者名
植田 淳
発行年
2017 商品コード 1028340375
第2版刊行（2012年）以降の、米国特許法の改正や、日本のWTO貿易円滑化協定受諾といった国際取引法
分野における動向をあらたに盛り込んだ最新版。国際租税法の項目を加筆・修正することでより実務に対
応した。

同時1アクセス（本体）

テキストブック憲法 第2版

¥4,840

同時3アクセス（本体）

¥7,260

冊子版ISBN

9784589038241

著編者名
澤野 義一
発行年
2017 商品コード 1028340376
憲法の基本的な知識を網羅したベーシックテキストの改訂版。最新の判例や関連立法の動向も収録し、平
易かつ簡潔に解説。総論・統治制度・基本的人権の3部16章構成で、憲法の全体像をつかめる。

新・エッセンス憲法

同時1アクセス（本体）

¥5,500

同時3アクセス（本体）

¥8,250

冊子版ISBN

9784589038265

著編者名
安藤 高行
発行年
2017 商品コード 1028340377
基本的人権と統治機構の2部17章構成による基本的な教科書。重要判例・事件はトピック的に取り上げて
読みやすさを工夫。最新の判例・学説を盛り込んで解説した最新版。

生涯学習論入門 改訂版

同時1アクセス（本体）

¥5,500

同時3アクセス（本体）

¥8,250

冊子版ISBN

9784589038425

著編者名
今西 幸蔵
発行年
2017 商品コード 1028340378
さまざまな領域でその考え方や機能の広がりと深化をみせる生涯学習論の基本テキスト。理論とその形成
過程、ライフステージに対応した学習の特徴、社会教育の類型化と現状、支援の考え方と構造・方法論ま
で全体像を平易に解説。

社会福祉の歴史
―地域と世界から読み解く―

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

9784589038166

著編者名
田中 和男
発行年
2017 商品コード 1028340379
急速に変化する現在の社会福祉の課題を明らかにするためにその原型となる思想・実践を概観。前近代
から説き起こし、古代から明治・大正期、戦中・戦後に至る数百年単位の時間の中で、現在の複雑化する
制度の在り方を捉え直す。

18歳からはじめる民法 第3版
（<18歳から>シリーズ）

同時1アクセス（本体）

¥4,840

同時3アクセス（本体）

¥7,260

冊子版ISBN

9784589038272

著編者名
潮見 佳男
発行年
2017 商品コード 1028340380
18歳の大学生（とその家族、友人たち）が日常生活において経験しうるトラブルを題材に、該当する法律関
係・制度をわかりやすく解説。第2版刊行（2014年）以降の法改正、判例に対応し債権法改正にも言及。

● 表示価格は税抜きです。

2018年10月

同時1アクセス（本体）
¥4,620
同時3アクセス（本体）
¥6,930
―憲法/人権/マイノリティ―第3版
冊子版ISBN
9784589038258
横藤田 誠
発行年
2017 商品コード 1028340382
著編者名
人種・性別・年齢等を問わず、すべての人に人権は保障されているのか。現代社会のリアルな実態と人権の接点を探り、人
権について考えるための入門書。第2版刊行（2011年）以降の動向を踏まえ、いま学ぶべき内容を厳選し補訂。

人権入門

同時1アクセス（本体）
¥5,940
同時3アクセス（本体）
¥8,910
―重要判例からのアプローチ―第6版
冊子版ISBN
9784589038302
北村 和生
発行年
2017 商品コード 1028340383
著編者名
各種公務員試験受験者を念頭に重要判例から学説を整理した好評書の改訂版。最新法令・判例の追加を行うとともに、各
章冒頭の導入部分や新聞記事、コラムなどを大幅に刷新し、行政法の現在の動向が分かるように工夫。

行政法の基本

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
9784589038319
半田 吉信
発行年
2017 商品コード 1028494729
著編者名
法学部とロースクールを架橋するテキスト。5は、「家族法」の基礎から応用までを、「Case」「Topic」などの項目を設け、多面
的かつアクセントをつけて解説する。

ハイブリッド民法 第2版補訂（5）

同時1アクセス（本体）
¥5,500
同時3アクセス（本体）
¥8,250
冊子版ISBN
9784589038524
中村 都
発行年
2017 商品コード 1028494730
著編者名
環境と平和をテーマにした国際関係論の入門書。グローバル化と格差、食料安全保障、異文化交流・理解の試み、進化する
国連の平和活動と平和構築の取り組み、グローバル市民社会の可能性などを取り上げる。

国際関係論へのファーストステップ 新版

同時1アクセス（本体）
¥6,160
同時3アクセス（本体）
¥9,240
―2ステップで基礎から<Rで>学ぶ―
冊子版ISBN
9784589038463
杉野 勇
発行年
2017 商品コード 1028494731
著編者名
統計分析フリーソフト“R”での実習を想定し、社会統計学の知識を基礎と発展の2段階に分けて解説。章末に練習問題を収
録する。社会調査士資格取得カリキュラムD・E・Iに対応。

入門・社会統計学

同時1アクセス（本体）
¥5,720
同時3アクセス（本体）
¥8,580
冊子版ISBN
9784589038494
君塚 正臣
発行年
2017 商品コード 1028494732
著編者名
大学等の教養科目や法学部の基礎専門科目での使用を前提に憲法を解説。多くの主要判例を盛り込み、各章冒頭でポイン
トや論点を整理するほか、設問などを収録する。学習に役立つウェブサイトも紹介する。

ベーシックテキスト憲法 第3版

同時1アクセス（本体）
¥4,400
同時3アクセス（本体）
¥6,600
冊子版ISBN
9784589038623
生田 敏康
発行年
2017 商品コード 1028494733
著編者名
初めて民法を学ぶ人のためのコンパクトな入門書。民法典の編別にそった構成が全体の体系的な習得を促し、図表を活用
して複雑な制度の理解を助ける。2017年改正民法に対応。

民法入門

同時1アクセス（本体）
¥6,600
同時3アクセス（本体）
¥9,900
―罪を犯した人への支援の理論と実践―第2版
冊子版ISBN
9784589038548
加藤 幸雄
発行年
2017 商品コード 1028494734
著編者名
刑事司法、少年司法にかかわる司法福祉領域について、事例をもとに解説。知的障害者や精神障害者、高齢者、子どもな
ど、社会的弱者を対象として、犯罪や非行をのりこえる支援を行う立場から、現状と課題を明らかにする。

司法福祉

同時1アクセス（本体）
¥5,720
同時3アクセス（本体）
¥8,580
冊子版ISBN
9784589038616
岡本 英生
発行年
2017 商品コード 1028494735
著編者名
法学、社会学、心理学という異なった学問領域出身の専門家3人による犯罪学のテキスト。古典的な基礎研究から実証的な
研究の紹介、その方法論までを解説する。

犯罪学リテラシー

● 表示価格は税抜きです。

2018年10月
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
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く）

