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労働六法 2019
石田 眞 ほか 労働六法編集委員会 編2019年 発行
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

商品コード ： 1030536566

戦後労働立法史
著編者名
同時1アクセス（本体）
冊子版ISBN

島田 陽一
¥22,000
9784845115556

発行年
同時3アクセス（本体）
商品コード

2018
¥33,000
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
同時1アクセス（本体）
冊子版ISBN

柴田 努
¥4,125
9784845115846

発行年
同時3アクセス（本体）
商品コード

2019
¥6,187
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11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

書名

著編者

発行年

冊子版ISBN

同時１アクセス 同時３アクセス
(本体)
(本体)

商品コード

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―

井川 志郎

2019

9784845115709

¥11,000

¥16,500 1030536586

労働運動を切り拓く ―女性たちによる闘いの軌跡―

浅倉 むつ子

2018

9784845115600

¥4,950

¥7,425 1030536584

労働者派遣法論

萬井 隆令

2017

9784845115068

¥12,650

¥18,975 1030536576

鈴木 隆

2017

9784845115129

¥20,625

¥30,800 1030536578

所 浩代

2015

9784845114085

¥13,750

¥20,625 1030536570

林 祐介

2019

9784845115778

¥11,000

¥16,500 1030536587

家族介護者の生活保障 ―実態分析と政策的アプローチ―

濱島 淑惠

2018

9784845115525

¥11,000

¥16,500 1030536582

不安解消!出所者支援 ―わたしたちにできること―

掛川 直之

2018

9784845115563

¥4,950

¥7,425 1030536583

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― 志賀 信夫

2016

9784845114658

¥4,620

¥6,930 1030536573

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 26）

松本 勝明

2018

9784845115358

¥11,000

¥16,500 1030536581

社会保険改革 ―ドイツの経験と新たな視点―

松本 勝明

2017

9784845114986

¥11,000

¥16,500 1030536575

社会保険核論

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―
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―
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―

加藤 智章

2016

9784845114337

¥11,000

¥16,500 1030536571

ドイツの人事評価
藤内 和公
―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―

2017

9784845115075

¥13,750

¥20,625 1030536577

住まいと仕事の地理学

2019

9784845115853

¥4,400

¥6,600 1030536567

2016

9784845114788

¥17,600

¥26,400 1030536574

9784845115884

¥17,325

¥25,987 1030536589

9784845115631

¥16,500

¥24,750 1030536585

中澤 高志

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― 堀林 巧

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―
五十嵐 仁
2019
（法政大学大原社会問題研究所叢書）
医療・福祉問題
医療・福祉と人権 ―地域からの発信―
2018
研究会
学校が消える! ―公共施設の縮小に立ち向かう―

安達 智則

2018

9784845115303

¥2,750

¥4,125 1030536580

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―

石井 まこと

2017

9784845115150

¥4,950

¥7,425 1030536579

沖縄と海兵隊 ―駐留の歴史的展開―

屋良 朝博

2016

9784845114641

¥7,425

¥11,137 1030536572

福祉国家と新自由主義 = Welfare state and neoliberalism : restructuring
the British Postwar State ―イギリス現代国家の構造とその再編―

二宮 元

2014

9784845113538

¥12,925

¥19,800 1030536569

● 表示価格は税抜きです。

2019年11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）

