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学術認証フェデレーションと連携

慶應義塾大学出版会
福沢諭吉著作集を含む新刊17タイトル新規配信
井筒俊彦―叡智の哲学―
著編者：若松 英輔

9784766418118

ISBN
発行年

2011

商品
コード

1020416666

同時1アクセス

¥10,500(本体)

同時３アクセス

¥15,800(本体)

少年期の禅的修道を原点に、「東洋哲学」に新たな地平を拓いた井筒俊彦。イスラームとの邂逅、カトリシズ
ム、「意識と本質」など、哲学者・井筒俊彦の境涯と思想潮流を、同時代人と交差させ、鮮烈な筆致で描き出す。

Language and magic ―studies in the magical function of speech―
（The collected works of Toshihiko Izutsu 1）
著編者：Toshihiko Izutsu

9784766418095

ISBN
発行年

2011

商品
コード

1018720211

同時1アクセス

¥13,900(本体)

同時３アクセス

¥20,800(本体)

世界的言語哲学者・井筒俊彦の著作集。1は、言語の持つ魔術的要素に挑んだ論考を収録。言語の機能を、
新しい角度から捉え、言語の魔術性がいかに形を変えて現代に生き続けているかを明らかにする。

大学生のための知的技法入門
著編者：佐藤 望

9784766419603

ISBN
発行年

第2版（アカデミック・スキルズ）

2012

商品
コード

1018720212

同時1アクセス

¥3,100(本体)

同時３アクセス

¥4,700(本体)

大学の授業における学びの技法の基本を紹介。研究テーマの決め方、情報の探し方、レポート・論文の書き方、プレゼン
テーションの方法などをわかりやすく伝授する。各章末にテスト付き。

日本の資本主義とフクシマ―制度の失敗とダイナミック・ケイパビリティ―
著編者：谷口 和弘

9784766419917

ISBN
発行年

2012

商品
コード

1018720213

同時1アクセス

¥10,800(本体)

同時３アクセス

¥16,200(本体)

福島原発危機を経済学、経営学、社会学などの社会科学の観点から考察。ケイパビリティ(企業のもつ組織的能力)
論を駆使して事故が拡大するに至った組織分析をしつつ、日本の「資本主義システム」の有り様を考える。

自治体ICTネットワーキング
―3.11後の災害対応・情報発信・教育・地域活性化―
著編者：櫻井 美穂子

9784766419955

ISBN
発行年

2012

商品
コード

1018720214

同時1アクセス

¥6,000(本体)

同時３アクセス

¥9,000(本体)

市区町村の情報通信技術(ICT)利活用の取り組みが横断的に連携する自治体ICTネットワーキングが広がっている。
3.11を契機に重要度を増した基礎自治体間の連携の現状をICTの観点から検証し今後のあり方を論じる。
2016年8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

慶應義塾大学出版会
福澤諭吉著作集 【全12巻】セット特価
同時1アクセス

¥90,300(本体)

同時3アクセス

¥135,500(本体)

著編者名

福沢 諭吉

商品コード

1018720197

新時代を生きる指針として福澤諭吉の代表著作を網羅しました。
読みやすい表記、わかりやすい「語注」「解説」による新編集です。

第1巻西洋事情 日本の近代化を促した西洋文明紹介の先駆け
第2巻世界国尽 窮理図解 新しい時代の扉を開いたアイデア溢れる啓蒙書
第3巻学問のすゝめ 一身独立して一国独立すること
第4巻文明論之概略 いまも問われる“文明とは何か”福澤諭吉が心血を注いだ最高傑作
第5巻学問之独立 慶應義塾之記 教育者、福澤諭吉の理念と実践
第6巻民間経済録 実業論 激動の中、独立の経済を説く
第7巻通俗民権論 通俗国権論 官民調和、福澤の政治改革論
第8巻時事小言 通俗外交論 日本は東洋の「一大英国」たりえるか
第9巻丁丑公論 瘠我慢の説 一国独立のため、日本人の根本精神を説く
第10巻日本婦人論 日本男子論 いよいよ光彩を放つ、福澤諭吉の女性論
第11巻福翁百話 福澤諭吉、老成円熟の境地
第12巻福翁自伝 福澤全集緒言 福澤諭吉、自らを語る
書名

著編者

発行年

ISBN

■福澤諭吉著作集 【全12巻】

同時1アクセス
¥90,300

同時3アクセス

商品コード

¥135,500 1018720197

西洋事情 （福澤諭吉著作集 第1巻）

福澤 諭吉

2002

9784766408775

¥8,000

¥11,900

1018720199

世界国尽 ; 窮理図解 （福澤諭吉著作集 第2巻）

福澤 諭吉

2002

9784766408782

¥8,500

¥12,700

1018720200

学問のすゝめ （福澤諭吉著作集 第3巻）

福澤 諭吉

2002

9784766408799

¥5,300

文明論之概略 （福澤諭吉著作集 第4巻）

福澤 諭吉

2002

9784766408805

¥8,000

¥11,900

1018720202

学問之独立 ; 慶應義塾之記 （福澤諭吉著作集 第5巻）

福澤 諭吉

2002

9784766408812

¥6,900

¥10,300

1018720203

民間経済録 ; 実業論 （福澤諭吉著作集 第6巻）

福澤 諭吉

2003

9784766408829

¥8,500

¥12,700

1018720204

通俗民権論 ; 通俗国権論 （福澤諭吉著作集 第7巻）

福澤 諭吉

2003

9784766408836

¥6,900

¥10,300

1018720205

時事小言 ; 通俗外交論 （福澤諭吉著作集 第8巻）

福澤 諭吉

2003

9784766408843

¥6,900

¥10,300

1018720206

丁丑公論 ; 瘠我慢の説 （福澤諭吉著作集 第9巻）

福澤 諭吉

2002

9784766408850

¥8,000

¥11,900

1018720207

日本婦人論 ; 日本男子論 （福澤諭吉著作集 第10巻）

福澤 諭吉

2003

9784766408867

¥6,900

¥10,300

1018720208

福翁百話 （福澤諭吉著作集 第11巻）

福澤 諭吉

2003

9784766408874

¥8,500

¥12,700

1018720209

福翁自伝 ; 福澤全集緒言 （福澤諭吉著作集 第12巻）

福澤 諭吉

2003

9784766408881

¥8,500

¥12,700

1018720210

※ 表示価格は税抜きです。

¥8,000 1018720201
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