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移民とAIは日本を変えるか 
同時1アクセス（本体） ¥6,160 

同時3アクセス（本体） ¥9,240 

冊子版ISBN 9784766426113  

著編者名 翁 邦雄 発行年 2019 商品コード 1030831406 

21世紀に入り、人口減少に転じた日本。早くから日本経済の長期低迷の要因の一つとして人口構造の変化に着目すべき、と唱
えていた著者が、現代日本の喫緊の課題として昨今俄然クローズアップされている人口減少下の日本社会の変容を、移民とＡＩ
（人工知能）に焦点を当てて丁寧に解いていく注目作！ 

フィンテックの経済学 
 ―先端金融技術の理論と実践― 

同時1アクセス（本体） ¥8,360 

同時3アクセス（本体） ¥12,540 

冊子版ISBN 9784766426137  

著編者名 嘉治 佐保子 発行年 2019 商品コード 1030815335 

フィンテックの基礎知識や市場に与えるインパクト、法規制の問題に至るまで網羅的に解説するテキスト。金融論研究者や大手
金融機関の実務家、官庁エコノミスト、法務専門家などの多彩な講師陣がアカデミックなレベルで概観する決定版！ 

クリエイティブ・ラーニング = Creative learning 
 ―創造社会の学びと教育―（リアリティ・プラス = Reality +） 

同時1アクセス（本体） ¥11,110 

同時3アクセス（本体） ¥16,720 

冊子版ISBN 9784766425727  

著編者名 井庭 崇 発行年 2019 商品コード 1030590868 

クリエイティブ・ラーニング（創造的な学び）は、「つくることで学ぶ」という新しい学びのスタイルである。これからの学校は、創造
的に学ぶための「つくる」経験を積む場であり、教師は生徒の「つくる」に対して、一緒に問題に挑戦する仲間、「ジェネレー
ター」となる。本書では、子どもたちの創造力を育むクリエイティブ・ラーニングの可能性について、気鋭の研究者・井庭崇が、教
育界のフロントランナーを迎え、徹底討論する。 

障害の重い子どもの発達理解ガイド 
 ―教科指導のための「段階意義の系統図」の活用― 

同時1アクセス（本体） ¥3,080 

同時3アクセス（本体） ¥4,620 

冊子版ISBN 9784766426083  

著編者名 徳永 豊 発行年 2019 商品コード 1030831405 

「Ｓスケール（学習到達度チェックリスト）」をさらに活用するための必読書。乳児の発達とその系統性を基礎として、障害の重い
子どもの目標設定のための、確かな根拠を提供し、さらに、発達の系統性や発達段階ごとのつながりを活用し。学びの順序性
について実践事例で解説。 

特別刑法入門 2 
 ―刑事法実務の基礎知識―  

同時1アクセス（本体） ¥10,780 

同時3アクセス（本体） ¥16,170 

冊子版ISBN 9784766426106  

著編者名 安冨 潔 発行年 2019 商品コード 1030831404 

「刑法」以外の各種法律に定められている刑罰法規の総称である「特別刑法」。第1巻に続きこの膨大な数に上る特別刑法のな
かから、実際の刑事実務の知識として必須となるものを厳選しコンパクトに解説を加えた特別刑法入門の第2巻。同巻では、知
的財産法、労働法、環境法の分野の刑事罰則を主軸にして解説。 

犯罪学入門 
 ―ガバナンス・社会安全政策のアプローチ― 

同時1アクセス（本体） ¥7,700 

同時3アクセス（本体） ¥11,550 

冊子版ISBN 9784766425949  

著編者名 小林 良樹 発行年 2019 商品コード 1030831408 

歴史的に、犯罪の原因を究明し、犯罪者をつくらないことで防犯を図ってきた犯罪学。その限界から、犯罪の起きにくい環境づ
くりによって被害者をつくらない新たなアプローチ（社会安全政策論）が模索され、現在その有効性が実証されてきた。本書は
実務家であった著者が犯罪学、社会安全政策論の考え方をやさしく解説する。 

2019年 新規配信タイトル 
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社会科学関連  

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

(本体) 
同時3アクセス 

(本体) 
商品コード 

戦後国際関係史 ―二極化世界から混迷の時代へ― モーリス・ヴァイス 2018 9784766425345 ¥10,780  ¥16,170  1028700586 

イギリスの対独「宥和」 
 ―一九二四-一九三〇年 : ヨーロッパ国際秩序の再編― 

藤山 一樹 2019 9784766425956 ¥16,720  ¥25,080  1030515209 

カントの批判的法哲学 = Kants kritische Rechtsphilosophie 松本 和彦 2018 9784766425314 ¥46,200  ¥69,300  1029342005 

物権・担保物権 （新・考える民法 2） 平野 裕之 2019 9784766426014 ¥8,690  ¥13,090  1030590866 

新債権法の論点と解釈 平野 裕之 2019 9784766425796 ¥11,110  ¥16,720  1029728041 

新標準講義民法債権各論 第2版 池田 真朗 2019 9784766425789 ¥7,700  ¥11,550  1030590867 

刑の一部執行猶予 
 ―犯罪者の改善更生と再犯防止―改訂増補版 

太田 達也 2018 9784766425437 ¥14,190  ¥21,340  1029161065 

不可視の「国際法」 
 ―ホッブズ・ライプニッツ・ルソーの可能性― 

明石 欽司 2019 9784766425703 ¥23,100  ¥34,650  1029728039 

ソーシャル・キャピタルの経済分析 
 ―「つながり」は地域を再生させるか?― 

要藤 正任 2018 9784766425642 ¥14,190  ¥21,340  1029502722 

資産家資本主義の生成 ―近代日本の資本市場と金融― 中西 聡 2019 9784766425765 ¥29,260  ¥43,890  1029728042 

企業所有論 ―組織の所有アプローチ― ヘンリー・ハンズマン 2019 9784766425857 ¥18,480  ¥27,720  1030360962 

日本会計史 友岡 賛 2018 9784766425468 ¥7,480  ¥11,220  1029161066 

自治体行動の政治経済学 
 ―地方財政制度と政府間関係のダイナミズム― 

宮﨑 雅人 2018 9784766425710 ¥9,240  ¥13,860  1029342011 

自治体財政の憲法的保障 上代 庸平 2019 9784766425932 ¥16,940  ¥25,410  1030682546 

制度とは何か ―社会科学のための制度論― 
フランチェスコ・
グァラ 

2018 9784766425659 ¥9,900  ¥14,850  1029342009 

監視カメラと閉鎖する共同体 ―敵対性と排除の社会学― 朝田 佳尚 2019 9784766425864 ¥12,320  ¥18,480  1029973258 

大学生が知っておきたい消費生活と法律 細川 幸一 2018 9784766425697 ¥5,610  ¥8,470  1029161069 

逸脱の文化史 ―近代の「女らしさ」と「男らしさ」― 小倉 孝誠 2019 9784766425925 ¥7,480  ¥11,220  1030515210 

メディア・社会・世界 ―デジタルメディアと社会理論― ニック・クドリー 2018 9784766425444 ¥14,190  ¥21,340  1029502720 

サイバーセキュリティ入門 ―図解×Q&A― 羽室 英太郎 2018 9784766425475 ¥9,240  ¥13,860  1029161071 

ブラジル黒人運動とアフリカ 
 ―ブラック・ディアスポラが父祖の地に向けて
きたまなざし― 

同時1アクセス（本体） ¥15,400 

同時3アクセス（本体） ¥23,100 

冊子版ISBN 9784766425963  

著編者名 矢澤 達宏 発行年 2019 商品コード 1030682552 

アフリカをめぐる「黒人大国」のジレンマ。米州最大の黒人人口を擁するブラジル。黒人たちは逆境との闘いのなかで父祖の地
アフリカをどう位置づけてきたのか？アフリカに活路や着想を求める肯定的姿勢と、敬遠し封印しようとする否定的態度との交
錯は、時代の移り変わりのみならず、ブラジル固有の状況の反映でもあった。19世紀～1970年代のブラジルで黒人がみせてき
た行動・言論・思想の断面から、「黒人大国」の抱えるジレンマを読み解く意欲作。 

ネットカフェの社会学 
 ―日本の個別性をアジアから開く― 

同時1アクセス（本体） ¥13,860 

同時3アクセス（本体） ¥20,790 

冊子版ISBN 9784766425901  

著編者名 平田 知久 発行年 2019 商品コード 1030360963 

「ネットカフェ難民」という言葉に象徴される、〈分断〉〈排除〉〈自己責任論〉。それは、他者からの抑圧以上に、自分自身からの
疎外として立ち現れる。一方、他のアジア九都市のネットカフェは、日本とは異なる様相を帯びて、様々なかたちで人々に開か
れている。 〈共にあること〉の困難を抱えた現代社会において、オンラインとオフラインの境界「ネットカフェ」に、コミュニケーショ
ンの可能性を探る。 

2019年 新規配信タイトル 
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書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

(本体) 
同時3アクセス 

(本体) 
商品コード 

井筒俊彦の東洋哲学 澤井 義次 2018 9784766425390 ¥15,400  ¥23,100  1028700588 

フランツ・ローゼンツヴァイク ―生と啓示の哲学― 丸山 空大 2018 9784766425680 ¥21,560  ¥32,340  1029161070 

クルアーン ―神の言葉を誰が聞くのか― 
（世界を読み解く一冊の本） 

大川 玲子 2018 9784766425550 ¥6,820  ¥10,230  1029342010 

キリスト教と寛容 ―中近世の日本とヨーロッパ― 浅見 雅一 2019 9784766425871 ¥10,780  ¥16,170  1029973257 

真実が揺らぐ時 ―ベルリンの壁崩壊から9.11まで― トニー・ジャット 2019 9784766424546 ¥16,940  ¥25,410  1030515208 

ナチズムは再来するのか? 
 ―民主主義をめぐるヴァイマル共和国の教訓― 

アンドレアス 
・ヴィルシング 

2019 9784766426069 ¥5,610  ¥8,470  1030682551 

神戸闇市からの復興 ―占領下にせめぎあう都市空間― 村上 しほり 2018 9784766425666 ¥12,980  ¥19,470  1029342006 

大学1年生のための中国語 第2版 
慶應義塾大学商
学部中国語部会 

2019 9784766425840 ¥6,160  ¥9,240  1029973253 

美しい日本語 荷風 Ⅰ 季節をいとおしむ言葉 永井 荷風 2019 9784766426168 ¥8,360  ¥12,540  1030815337 

百鬼園戰前・戰中日記 上 内田 百間 2019 9784766426038 ¥13,860  ¥20,790  1030682549 

百鬼園戰前・戰中日記 下 内田 百間 2019 9784766426045 ¥13,860  ¥20,790  1030682550 

大槻文彦『言海』 ―辞書と日本の近代― 
（世界を読み解く一冊の本） 

安田 敏朗 2018 9784766425543 ¥6,160  ¥9,240  1029161068 

西遊記 ―妖怪たちのカーニヴァル― 
（世界を読み解く一冊の本） 

武田 雅哉 2019 9784766425567 ¥6,160  ¥9,240  1029973256 

チョーサー ―カンタベリー物語 : ジャンルをめぐる冒険― 
（世界を読み解く一冊の本） 

松田 隆美 2019 9784766425604 ¥7,480  ¥11,220  1030682547 

音楽の哲学入門 
セオドア 
・グレイシック 

2019 9784766425888 ¥7,700  ¥11,550  1030360961 

ビデオゲームの美学 松永 伸司 2018 9784766425673 ¥9,900  ¥14,850  1029161072 

百科全書 ―世界を書き換えた百科事典― 
（世界を読み解く一冊の本） 

井田 尚 2019 9784766425581 ¥7,480 ¥11,220 1030988236 

1989 上 ―ベルリンの壁崩壊後のヨーロッパをめぐる闘争― 
メアリー・エリス 
・サロッティ 

2019 9784766426212 ¥7,700 ¥11,550 1030988237 

1989 下 ―ベルリンの壁崩壊後のヨーロッパをめぐる闘争― 
メアリー・エリス 
・サロッティ 

2019 9784766426229 ¥7,700 ¥11,550 1030988238 

「笑い」の解剖 ―経済学者が解く50の疑問― 中島 隆信 2019 9784766426144 ¥5,610 ¥8,470 1030988239 

哲学は環境問題に使えるのか 
 ―環境プラグマティズムの挑戦― 

アンドリュー・ライト 2019 9784766426120 ¥16,720 ¥25,080 1030988240 

人文科学関連  

南方からの帰還 
 ―日本軍兵士の抑留と復員― 

同時1アクセス（本体） ¥8,360 

同時3アクセス（本体） ¥12,540 

冊子版ISBN 9784766426090  

著編者名 増田 弘 発行年 2019 商品コード 1030831407 

終戦期に邦人がいかに復員を果たしたかは、これまで個人史のかたちで主観的ながら広く伝えられ
てきた。しかし近年旧連合国の資料公開が進む中で、引揚の全体像を客観的にとらえることが可能と
なってきた。本書は、最新史料をもとに謎の多かった東南アジアにおける抑留と復員の実態を明らか
にする。 

小津安二郎 サイレント映画の美学 
同時1アクセス（本体） ¥12,980 

同時3アクセス（本体） ¥19,470 

冊子版ISBN 9784766426199  

著編者名 滝浪 佑紀 発行年 2019 商品コード 1030815336 

ハリウッド映画の影響およびサイレント映画美学という観点から検証。若き日の小津はアメリカ映画から
なにを学んだのか？ 1920年～30年代にグローバルな規模で共有されていたサイレント映画美学の地
平で、小津映画の達成を明らかにする。 

2019年 新規配信タイトル 
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書名 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

(本体) 
同時3アクセス 

(本体) 
商品コード 

異郷論・祭祀論 （1） 2018 9784766425482 ¥8,690  ¥13,090  1029342007 

文学発生論・物語史論 （2） 2018 9784766425499 ¥8,690  ¥13,090  1029342008 

短歌史論・迢空短歌編 （3） 2018 9784766425505 ¥8,690  ¥13,090  1029502721 

芸能史論 （4） 2019 9784766425512 ¥8,690  ¥13,090  1029728040 

随想ほか・迢空詩編 （5） 2019 9784766425529 ¥8,690  ¥13,090  1030360960 

精選折口信夫  
折口 信夫 著  岡野 弘彦 編 

折口信夫秘恋の道 

学問と創作を稀有なかたちで一体化させ
た、折口信夫。かれの思考とことばには、
燃えさかる恋情が隠されていた。大阪の
少年時代から、若き教師時代、そして晩
年まで、歓びと悲しみに彩られた人生をた
どる、渾身の評伝／物語。 

著編者名 持田 叙子 発行年 2018 

同時1アクセス 
（本体） 

¥9,900 
同時3アクセス 

（本体） 
¥14,850 

冊子版ISBN 9784766425321  商品コード 1028700587 

2019年 新規配信タイトル 
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5冊揃価格 

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 

¥43,450 ¥65,450 

『精選 折口信夫』は、昭和二十二年から二十八年九月の逝去まで、折口の晩年七年間を共に生活した最後
の弟子であり、歌人でもある岡野弘彦氏が、次世代に読み継がれることを願い、以前から心に秘めていた師・
折口信夫への最後の奉仕として編んだアンソロジーです。 
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書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

(本体) 
同時3アクセス 

(本体) 
商品コード 

実地調査入門 ―社会調査の第一歩― 西山 敏樹 2015 9784766422566 ¥4,950  ¥7,480  1020083498 

大学生のための知的技法入門 第2版 佐藤 望 2012 9784766419603 ¥3,080  ¥4,620  1018720212 

グループ学習入門 新井 和広 2013 9784766420395 ¥3,740  ¥5,610  1030681220 

学生による学生のためのダメレポート脱出法  
慶應義塾大学日吉キャン
パス学習相談員 

2014 9784766421774 ¥3,696  ¥5,544  1016972249 

クリティカル・リーディング入門 
 ―人文系のための読書レッスン― 

大出 敦 2015 9784766422740 ¥5,610  ¥8,470  1019748795 

アカデミック・スキルズ  

5冊揃価格 

同時1アクセス 
(本体) 

同時3アクセス 
(本体) 

¥21,076 ¥31,724 
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理工学関連  

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

(本体) 
同時3アクセス 

(本体) 
商品コード 

抗加齢医学入門 第3版 米井 嘉一 2019 9784766425819 ¥12,320  ¥18,480  1030360959 

エイズは終わっていない 
 ―科学と政治をつなぐ9つの視点― 

ピーター・ピオット 2019 9784766425413 ¥8,360  ¥12,540  1029973255 

環境経済学の政策デザイン 
 ―資源循環・低炭素・自然共生― 

細田 衛士 2019 9784766426007 ¥11,110  ¥16,720  1030682548 

日本の水産資源管理 
 ―漁業衰退の真因と復活への道を探る― 

片野 歩 2019 9784766425802 ¥7,700  ¥11,550  1029973254 

ノーベル賞に二度も輝いた不思議な生物 
 ―テトラヒメナの魅力― 

沼田 治 2018 9784766425383 ¥5,610  ¥8,470  1029161067 

思考を鍛えるレポート・論文作成法 = Developing critical thinking to write papers 第3版 

▼累計3万部の好評レポート・論文入門書
の第3版▼文献の調べ方・読み方から、
フォーマットに沿った書き方までを懇切丁
寧に解説。▼「引用」時の注意点の追記や
重要単語の索引を付し、利便性を向上。 

著編者名 井下 千以子 発行年 2019 

同時1アクセス 
（本体） 

¥3,740  
同時3アクセス 

（本体） 
¥5,610  

冊子版ISBN 9784766425772 商品コード 1029973252 



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） 

● 表示価格は税抜きです。 2019年11月 

No. 書名 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

1 西洋事情 2002 9784766408775 ¥7,920 ¥11,880 1018720199 

2 世界国尽 ; 窮理図解 2002 9784766408782 ¥8,448 ¥12,672 1018720200 

3 学問のすゝめ 2002 9784766408799 ¥5,280 ¥7,920 1018720201 

4 文明論之概略 2002 9784766408805 ¥7,920 ¥11,880 1018720202 

5 学問之独立 ; 慶應義塾之記 2002 9784766408812 ¥6,864 ¥10,296 1018720203 

6 民間経済録 ; 実業論 2003 9784766408829 ¥8,448 ¥12,672 1018720204 

7 通俗民権論 ; 通俗国権論 2003 9784766408836 ¥6,864 ¥10,296 1018720205 

8 時事小言 ; 通俗外交論 2003 9784766408843 ¥6,864 ¥10,296 1018720206 

9 丁丑公論 ; 瘠我慢の説  2002 9784766408850 ¥7,920 ¥11,880 1018720207 

10 日本婦人論 ; 日本男子論 2003 9784766408867 ¥6,864 ¥10,296 1018720208 

11 福翁百話 2003 9784766408874 ¥8,448 ¥12,672 1018720209 

12 福翁自伝 ; 福澤全集緒言 2003 9784766408881 ¥8,448 ¥12,672 1018720210 

福澤諭吉著作集  
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。 

全12冊揃価格 

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 

¥90,288 ¥135,432 
＜商品コード：1018720197＞ 
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