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学術認証フェデレーションと連携
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2019年 新規配信タイトル
わたしも、昔は子どもでした。
著編者名

『子どものしあわせ』編集部

同時1アクセス（本体）

¥3,520

同時3アクセス（本体）

¥5,280

冊子版ISBN

9784780310443

発行年

2019 商品コード 1030910460

世の中の理不尽に「おかしい」と声をあげているおとなたちが語る、自分を育ててくれた人たちのエピソードと、
子育て応援メッセージ。

子ども白書 2019
著編者名

日本子どもを守る会

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

9784780310436

発行年

2019 商品コード 1030910459

子どもの権利条約実現を掲げ続ける本書が、採択30年の今年、リニューアル。特集「子どもは『生きて』いるか」
はまさにタイムリー。

いつからでもやりなおせる子育て
第2章
著編者名

池添 素

同時1アクセス（本体）

¥2,640

同時3アクセス（本体）

¥3,960

冊子版ISBN

9784780310429

発行年

2019 商品コード 1030910458

ネットやマスコミにあふれる情報が親と子どもを追い込んでいる現実。たっぷり甘えて充電することが困難をのり
こえる力になる。

軍馬と楕円球
著編者名

中野 慶

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

9784780310412

発行年

2019 商品コード 1030910457

馬をテーマに戦争を考える昭和史講座に参加することになった高校生鉄朗。庶民の戦争責任を市民講座の議
論を通じて考える実験的小説。

若者は社会を変えられるか?
著編者名

中西 新太郎

同時1アクセス（本体）

¥3,520

同時3アクセス（本体）

¥5,280

冊子版ISBN

9784780310405

発行年

2019 商品コード 1030910456

若者は政治に無関心か？ 変化が始まったのか？〈若者の政治〉を妨げる歴史的背景を分析し、広い視野に
立って社会を組み直す回路を探す。
● 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

同時１アクセス 同時３アクセス
(本体)
(本体)

著編者

発行年

冊子版ISBN

ヒロシマのソーシャルワーク ―不条理の是正という本質に迫る―

原爆被害者相談員
の会

2019

9784780310399

¥3,960

¥5,940 1030910455

世界はたくさん、人類はみな他人

本橋 成一

2019

9784780310382

¥3,520

¥5,280 1030910454

キッズキッチン ―五感で学ぶ食育ガイド―新版

坂本 廣子

2019

9784780310375

¥3,740

¥5,610 1030910453

防災・環境とまちづくり （しりたいな全国のまちづくり 1）

岡田 知弘

2019

9784780310320

¥6,160

¥9,240 1030910452

特別な支援を必要とする子どもの理解と教育

茨城大学教育学部
障害児教育教室

2019

9784780310313

¥3,960

¥5,940 1030910451

奥深く知る中国 ―天安門事件から人々の暮らしまで―

筧 文生

2019

9784780310306

¥4,400

¥6,600 1030910450

保険医の逆襲 ―戦時法を引きずる国家権力の「指導」に抗して―

指導・監査・処分取消
訴訟支援ネット

2019

9784780310290

¥7,700

¥11,550 1030910449

パレスチナのちいさないとなみ ―働いている、生きている―

高橋 美香

2019

9784780310269

¥3,960

¥5,940 1030910448

ヘルパーが支えた老老介護24年 ―ピンチをチャンスに、笑顔でつなぐ
認知症ケア―

谷口 政春

2019

9784780310252

¥3,520

¥5,280 1030910447

過労死は防げる ―弁護士・労働組合が今、伝えたいこと―

連合大阪法曹団有志

2019

9784780310177

¥2,200

¥3,300 1030606980

13歳からの日本外交 ―それって、関係あるの!?―

孫崎 享

2019

9784780310221

¥3,740

¥5,610 1030606979

アンドロイド観音が般若心経を語りはじめた ―マンガ―

結城 わらゑ

2019

9784780310245

¥2,200

¥3,300 1030606978

教師をめざす学びのハンドブック ―教職入門から教職実践演習まで―

木村 裕

2019

9784780310214

¥3,960

¥5,940 1030441922

平和と子どもの幸せを求めつづけて
―困難な時代に子育て・教育の希望をさぐる―

山下 雅彦

2019

9784780310207

¥3,960

¥5,940 1030441921

仏教と歴史に関する19の断想

中島 晃

2019

9784780310191

¥3,960

¥5,940 1030441920

安達 智則

2019

9784780310153

¥3,300

¥4,950 1030441919

全日本民主医療機関
連合会視察団

2019

9784780310146

¥2,640

¥3,960 1030441918

加藤周一、米原万里と行くチェコの旅 ―中欧から見た世界と日本―

小森 陽一

2019

9784780310139

¥3,740

¥5,610 1030441917

トランプ報道のフェイクとファクト

立岩 陽一郎

2019

9784780310122

¥3,740

¥5,610 1030441916

「ジェンダー」で読む物語 ―赤ずきんから桜庭一樹まで―
（奈良女子大学文学部「まほろば」叢書）

高岡 尚子

2019

9784780310108

¥3,520

¥5,280 1030441915

意外と楽しく学べるイマドキの改憲 改訂版（憲法カフェへようこそ 1）

明日の自由を守る若
手弁護士の会

2019

9784780310092

¥2,640

¥3,960 1030441914

体罰と戦争 ―人類のふたつの不名誉な伝統―

森田 ゆり

2019

9784780309867

¥5,280

¥7,920 1030441913

12の問いから始めるオリンピック・パラリンピック研究

坂上 康博

2019

9784780309973

¥6,600

¥9,900 1029684256

「どの絵本読んだらいいですか?」
―元「童話屋」読書相談員・向井惇子講演録―

向井 惇子

2019

9784780309997

¥2,640

¥3,960 1029684255

中東&アジアの片隅で （西谷流地球の歩き方 上）

西谷 文和

2019

9784780310009

¥2,860

¥4,290 1029684254

激変の北東アジア ―日本の新国家戦略―

河東 哲夫

2019

9784780310016

¥3,960

¥5,940 1029489943

自衛官の使命と苦悩 ―「加憲」論議の当事者として―

渡邊 隆

2019

9784780310023

¥3,740

¥5,610 1029489942

電力労働者のたたかいと歌の力 ―職場に憲法の風を―

中村 浩爾

2019

9784780310030

¥4,400

¥6,600 1029489941

デートDV予防学 ―シングル単位思考法でわかる―

伊田 広行

2018

9784780309959

¥3,080

¥4,620 1029452701

戦争の時代と夏目漱石 ―明治維新150年に当たって―

小森 陽一

2018

9784780309980

¥3,740

¥5,610 1029452700

表現することは生きること （知的障害・発達障害のある人への合理的配慮 2） 湯汲 英史

2018

9784780309874

¥3,960

¥5,940 1029158895

イマドキ家族のリアルと未来 ―憲法9条の陰でねらわれる24条―
（憲法カフェへようこそ 3）

2018

9784780309898

¥2,640

¥3,960 1029158894

2018

9784780309904

¥1,760

¥2,640 1029158893

2018

9784780309829

¥3,520

¥5,280 1028650412

都民とともに問う都立病院の「民営化」
―ねらわれる地方独立行政法人化―
医師たちが見たキューバ医療のいま
―60年間大切にしてきたこと〜いのち〜―

無電柱化の時代へ ―見あげたい日本の空☆復活へのシナリオ―
どんぐりクリスマス

● 表示価格は税抜きです。

明日の自由を守る
若手弁護士の会
電線のない街づくり
支援ネットワーク
大滝 玲子

商品コード
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