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毎年刊行し、その時々の法改正等にも対応。2019年版は労働時間法制の見直しや同一
労働同一賃金などを規定する「働き方改革関連法」、外国人材の拡大をめざす「入国管
理法」の改正に対応。働き方改革関連法の施行にあたっての簡単な解説も掲載。

同時1アクセス（本体）： ¥13,750 同時3アクセス（本体）： ¥20,625
冊子版ISBN ： 9784845115839
● 表示価格は税抜きです。

商品コード ： 1030536566
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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

戦後労働立法史
著編者名

島田 陽一

発行年

2018

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

9784845115556

商品コード

1030536568

我が国の労働法制はどう形成されてきたのか。戦前における労働法
形成の歴史的前提をふまえ、戦後の労働基準法、労働時間規制、
労働契約法、最低賃金法、賃金の支払の確保等に関する法律、男
女雇用機会均等法、パートタイム・有期雇用労働法、労働安全衛生
法、労災保険法、職業安定法、職業能力開発促進法、雇用保険法、
労働組合法、労働紛争処理法、公務労働法の制定過程と変遷を探
究する。

図説経済の論点 新版
著編者名

柴田 努

発行年

2019

同時1アクセス
（本体）

¥4,125

同時3アクセス
（本体）

¥6,187

冊子版ISBN

9784845115846

商品コード

1030536588

好評書『図説 経済の論点』(2015)を、現在の社会・経済の実勢にあ
わせて全面的に加筆・修正。学生・若い社会人を対象に、グローバ
ル化、アベノミクス、異次元緩和といった経済のキーワード41項目を
図入りでコンパクトに解説。仮想通貨など最新の話題も盛り込み、こ
れ1冊で経済の「いま」がわかる入門書。

● 表示価格は税抜きです。

2019年6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）
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労働経済関連
EU経済統合における労働法の課題
―国際的経済活動の自由との相克とその調整―
著編者名

井川 志郎

発行年

2019

同時1アクセス（本体）

¥11,000

同時3アクセス（本体）

¥16,500

商品コード
9784845115709
1030536586
ＥＵは、経済統合において労働法の課題をいかに調整し乗り越えようとしているのか？
国際的市場統合がもたらす今日的課題。
冊子版ISBN

労働者の国際移動と社会保障
―EUの経験と日本への示唆―（熊本学園大学付属社会福祉研究所社会福祉叢書）
著編者名

松本 勝明

発行年

2018

同時1アクセス（本体）

¥11,000

同時3アクセス（本体）

¥16,500

商品コード
9784845115358
1030536581
増加する労働者の国際移動への対応は日本の大きな課題である。本書は、国境を越えて
移動する人々の社会保障制度の調整に関する知識や経験が豊富にあるEUでの取組み
を検討し、それを踏まえて日本における問題解決策を提案する。
冊子版ISBN

労働運動を切り拓く ―女性たちによる闘いの軌跡―
著編者名

浅倉 むつ子

発行年

2018

同時1アクセス（本体）

¥4,950

同時3アクセス（本体）

¥7,425

商品コード
9784845115600
1030536584
均等法制定をめぐる攻防とは何だったのか。差別のない働き方と「生活」を取り戻す。その
純粋な熱意に貫かれた道のりを12人の女性たちが語る。
冊子版ISBN

● 表示価格は税抜きです。

2019年6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）
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労働経済関連
労働者派遣法論
著編者名
同時1アクセス（本体）

萬井 隆令
¥12,650
9784845115068

発行年
同時3アクセス（本体）

2017
¥18,975
1030536576

冊子版ISBN
商品コード
労働者派遣法研究の決定版。2015年改正で、その姿を一変させた労働者派遣法。この改正で、企
業は、人さえ変えればどれだけでも派遣労働者を使い続けることができるようになった。労働者派遣
法研究の第一人者が、その問題点を指摘し、本来のあるべき姿を提示する。

ドイツの人事評価
―民間労働者、公務員および学校教員に関する日独比較研究―
著編者名
同時1アクセス（本体）

藤内 和公
¥13,750
9784845115075

発行年
同時3アクセス（本体）

2017
¥20,625
1030536577

冊子版ISBN
商品コード
本書はドイツの民間企業、公務部門、および学校教員の人事評価の実情を明らかにする。 日本で
は多くの企業で人事評価が行われており、評価結果は労働者の生活やキャリアに直結することから
関心も高い。この日本の人事評価は客観的に見てどのような特色をもっているのか。ドイツの人事
評価の特色を明らかにすることで、その比較研究から日本の人事評価の特色や背景をより深く理解
するとともに新しい視角を提供する

イギリス労使関係法改革の軌跡と展望
―サッチャリズムからニューレイバーへ―
著編者名
同時1アクセス（本体）

鈴木 隆
¥20,625
9784845115129

発行年
同時3アクセス（本体）

2017
¥30,800
1030536578

冊子版ISBN
商品コード
サッチャーならびにメージャー政権下の保守党政府は労働組合を抵抗勢力と位置づけ法的規制を
強化し労働組合の弱体化を図った。ブレアならびにブラウン政権下の労働党政府はニューレイバー
を標榜し労働者個人の権利保障を手厚くする政策を展開した。労働組合を中心とする集団的労使
関係法から個別的労使関係法へ、その歴史的発展の実相を明らかにする。

精神疾患と障害差別禁止法
―雇用・労働分野における日米法比較研究―
著編者名
同時1アクセス（本体）

所 浩代
¥13,750
9784845114085

発行年
同時3アクセス（本体）

2015
¥20,625
1030536570

冊子版ISBN
商品コード
1990年、米国大統領は障害差別禁止法の署名式に臨み、「本法への署名により、障害のある全て
の人は、閉じられていた扉を再び開いて、平等・自立・自由が約束された明るい時代に向かって歩
み始めることができる」と宣言した。アメリカの25年の歩みを検証し、日本の未来を考える。

● 表示価格は税抜きです。

2019年6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）
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福祉・社会保障関連
効果的な退院・転院支援 ―医療ソーシャルワーカーの専門的役割―
著編者名
同時1アクセス（本体）
冊子版ISBN

林 祐介
¥11,000
9784845115778

発行年
同時3アクセス（本体）
商品コード

2019
¥16,500
1030536587

医療ソーシャルワーカー（MSW）の業務の中でもとりわけ悩ましい「患者の退院・転院支援」についての実証的
研究。退・転院支援の際、特に重要な課題となる３つの課題①「患者と家族の合意形成」②「自宅退院後の不
安と困り事」③「転院困難患者が抱えている問題」に迫るため、現場のカルテ・ソーシャルワーク記録や患者と
家族へのインタヴュー、社協関係者への聞き取り調査を実施。ソーシャルワークの支援効果に関心を寄せる
研究者、よりよい支援を模索する医療関係者の橋渡しとなる画期的な書籍。

家族介護者の生活保障 ―実態分析と政策的アプローチ―
著編者名
同時1アクセス（本体）
冊子版ISBN

濱島 淑惠
¥11,000
9784845115525

発行年
同時3アクセス（本体）
商品コード

2018
¥16,500
1030536582

仕事との両立の困難さ、介護疲れや生活苦による虐待や殺人・心中……。家族介護が社会問題
になって久しいが、老親や配偶者、子どもなどをケアする人たちのおかれた現実は依然厳しい。実
態調査と政策分析をもとに、家族介護者の生活保障に向けた方策を示す。先行研究では手薄だっ
た介護問題と労働問題との関連についても検討。

不安解消!出所者支援 ―わたしたちにできること―
著編者名
同時1アクセス（本体）
冊子版ISBN

掛川 直之
¥4,950
9784845115563

発行年
同時3アクセス（本体）
商品コード

2018
¥7,425
1030536583

刑務所など矯正施設を出所した人たちの福祉的支援に携わるエキスパートたちが、出所者支援に
必要な理念と実践内容を紹介。NPO、社会福祉法人、保護観察官、ソーシャルワーカー、弁護士、
事業主、研究者が、自分たちの知識と体験をもとにアドバイス。

医療・福祉と人権 ―地域からの発信―
著編者名

医療・福祉問題研究会

発行年

同時1アクセス（本体）

¥16,500
9784845115631

同時3アクセス（本体）

冊子版ISBN

商品コード

2018
¥24,750
1030536585

30年に及ぶ医療・福祉問題研究会の活動の成果！ 医療・福祉の「地域性」を口実に、政府は自治
体にそれらの施策を「まるなげ」する姿勢を強めている。その政策は「福祉」を「ビジネスチャンス」と
とらえて、「福祉の民営化・営利化」を進めるものである。したがって、これからの「医療・福祉」を人
権として確立するために医師、看護師、保健師、福祉関係者等と研究者および行政担当者との共
同研究を重ね、地域から発信することがあらためて求められている。
● 表示価格は税抜きです。

2019年6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）
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福祉・社会保障関連
社会保険改革 ―ドイツの経験と新たな視点―
著編者名
発行年
松本 勝明
2017
同時1アクセス（本体）
同時3アクセス（本体）
¥11,000
¥16,500
冊子版ISBN
商品コード
9784845114986
1030536575
今日、社会保険は社会経済の構造変化がもたらす様々な課題に直面している。これらに対応するため
ドイツの社会保険改革をとおして、固定的な観念にとらわれず柔軟な発想のもとで社会保険を考える新
たな視点を提示する。

社会保険核論
著編者名
発行年
加藤 智章
2016
同時1アクセス（本体）
同時3アクセス（本体）
¥11,000
¥16,500
冊子版ISBN
商品コード
9784845114337
1030536571
社会保険とは何か？ 日々の生活の中で当たり前のように存在する「社会保険」が、人口構成の超高齢
社会化、労働者構成における非正規雇用労働者の増加のなか、社会保障財源をどのように確保するか
で重大な岐路に差し掛かっている。強制加入、財政調整、保険給付の視点から社会保険を再検討する。

地方都市から子どもの貧困をなくす ―市民・行政の今とこれから―
著編者名
発行年
志賀 信夫
2016
同時1アクセス（本体）
同時3アクセス（本体）
¥4,620
¥6,930
冊子版ISBN
商品コード
9784845114658
1030536573
6人に1人が貧困状態にある日本の子ども。宮崎県でスタートした子どもの貧困対策から地方都市での
貧困解消へのヒントをさぐる。

中東欧の資本主義と福祉システム ―ポスト社会主義からどこへ―
著編者名
同時1アクセス（本体）
冊子版ISBN

堀林 巧
¥17,600
9784845114788

発行年
同時3アクセス（本体）
商品コード

2016
¥26,400
1030536574

1989年の「東欧革命」から約4半世紀。中東欧社会はどう変容し、今後、どのような道を歩もうとしているのか？ 社
会福祉政策に焦点を当てながら明らかにする。 中欧・東欧の資本主義と社会福祉システムについて、社会主義体
制下、体制転換期、EU加盟後という3つの時期を通して紹介・分析した類例のない研究書。

福祉国家と新自由主義 ―イギリス現代国家の構造とその再編―
著編者名
発行年
二宮 元
2014
同時1アクセス（本体）
同時3アクセス（本体）
¥12,925
¥19,800
冊子版ISBN
商品コード
9784845113538
1030536569
世界を席巻した新自由主義は現代国家をどのように変えたのか。規制緩和・民営化・グローバル化など
の新自由主義改革によって、世界中で格差と貧困が拡大され続けている。改革の皮切りとなった戦後イ
ギリスの政治の展開から、世界的な社会構造の転換を読み解く。
● 表示価格は税抜きです。

2019年6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）
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好評配信中タイトル
住まいと仕事の地理学
著編者名
発行年
中澤 高志
2019
同時1アクセス（本体）
同時3アクセス（本体）
¥4,400
¥6,600
冊子版ISBN
商品コード
9784845115853
1030536567
「空間－社会弁証法」視覚による分析。現在の日本が陥る経済・人口・空間の縮小・衰退との関係にお
いて，現代の，そしてこれからの住まいと仕事の地理学を見つめる。

日本社会党・総評の軌跡と内実
―20人のオーラル・ヒストリー―（法政大学大原社会問題研究所叢書）
著編者名
発行年
五十嵐 仁
同時1アクセス（本体）
同時3アクセス（本体）
¥17,325
冊子版ISBN
商品コード
9784845115884

2019
¥25,987
1030536589

戦争による荒廃から立ち上がり、「民主日本」を夢見て力を尽くした人々の消し去ることのできない足跡。各証言者
に共通するのは、信ずるところに向かう闘志や情熱である。。社会党・総評が影響力を持ち、輝いていた時代を支え
ていた人々、あるいは社会党の再建に尽力された人々からの証言は、今後の戦後日本政治史研究に少なからぬ
影響を与えるにちがいない。

学校が消える! ―公共施設の縮小に立ち向かう―
著編者名
発行年
安達 智則
2018
同時1アクセス（本体）
同時3アクセス（本体）
¥2,750
¥4,125
冊子版ISBN
商品コード
9784845115303
1030536580
なぜ今、公共施設の再編なのか？ 小中学校は統廃合し巨大校舎建設へ。保育園と幼稚園は統合し大
規模「認定こども園」へ。児童館は廃止され、公園もつぶされる……。市民のための公共施設をつくるた
め、今取り組むべきことを問う。

地方に生きる若者たち
―インタビューからみえてくる仕事・結婚・暮らしの未来―
著編者名
発行年
石井 まこと
同時1アクセス（本体）
同時3アクセス（本体）
¥4,950
冊子版ISBN
商品コード
9784845115150

2017
¥7,425
1030536579

130人へのインタビューをもとに、地方に暮らす若者の生活を、雇用・キャリア形成・家族・ジェンダー・教育・地域社会といっ
た多面的な角度から分析し、その生きづらさの現状を明らかにし、解決策を提示する。衰退する地域、個人化・孤立化する
若者たち。あらたな公共空間をどう創りだすのか。労働社会学、家族社会学、労働市場論、経済地理学、ジェンダー研究、
教育社会学、社会教育学など異なる専門分野の研究者により10年にわたる共同研究の成果。

沖縄と海兵隊 ―駐留の歴史的展開―
著編者名
発行年
屋良 朝博
2016
同時1アクセス（本体）
同時3アクセス（本体）
¥7,425
¥11,137
冊子版ISBN
商品コード
9784845114641
1030536572
陸・海・空軍とならぶ米国の4軍のひとつ海兵隊。なぜ海兵隊は沖縄に駐留し続けたのか、そしてその配
備のあり方はいかに変容してきたか、日米の公開された政府文書や議会資料などを用いて、実証的に
分析する。これを通して、在沖海兵隊の実態をあぶりだし、それによって日米同盟のあり方を照射する。
● 表示価格は税抜きです。

2019年6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）
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■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

筑波営業部

〒305-0005 つくば市天久保4-6-4

首都圏営業部

〒190-0011 立川市高松町3-1-5

N&Fビル4階

新立川ビル5階

TEL: 045-827-2571

FAX: 045-827-2579

TEL: 029-851-6000

FAX: 029-851-4310

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

TEL: 019-654-1051

FAX: 019-654-1359

TEL: 052-209-2602

FAX: 052-209-2614

TEL: 076-231-3155

FAX: 076-231-3299

TEL: 06-6251-2622

FAX: 06-6251-2588

TEL: 075-863-5321

FAX: 075-863-5352

TEL: 078-389-5311

FAX: 078-389-5312

FAX: 086-231-4370

JT本町ビル2階

【東海・北陸】
名古屋営業部

〒460-0008 名古屋市中区栄1-24-15

金沢営業部

〒920-0024 金沢市西念1-1-3

JPR名古屋伏見ビル5階

コンフィデンス金沢5階

【関西】
大阪営業部

〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-28

京都営業部

〒616-8533 京都市右京区太秦上刑部町10

神戸営業部

〒657-0856 神戸市灘区岩屋南町4-36

久太郎町恒和ビル4階
大日本印刷（株）京都工場内

岩屋ビル

【中四国】
岡山営業部

〒700-0822 岡山市北区表町1-3-50

TEL: 086-231-2262

松山営業所

〒790-0806 松山市緑町2-10-10

TEL: 089-941-5279

FAX: 089-933-7754

広島営業部

〒730-0037 広島市中区中町7-23

TEL: 082-247-2252

FAX: 082-247-1576

TEL: 092-561-1831

FAX: 092-561-1854

TEL: 095-843-0355

FAX: 095-843-0333

TEL: 096-312-0533

FAX: 096-241-8801

TEL: 098-861-4837

FAX: 098-863-0090

FURUMOTOビル1階
住生平和大通り第2ビル6階

【九州】
福岡営業部

〒815-0031 福岡市南区清水2-15-11

長崎営業所

〒852-8102 長崎市坂本1-8-33

熊本営業所

〒860-0804 熊本市中央区辛島町8-23

沖縄営業所

〒900-0021 那覇市泉崎1-12-7

桜ビル辛島町3F

不動産会館ビル6階

◆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

〒105-0022 東京都港区海岸 1-9-18 国際浜松町ビル

Maruzen eBook Library 担当

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

