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勁草書房 

  現象学入門 ―新しい心の科学と哲学のために― 

著編者名 ステファン・コイファー 発行年 2018 

同時1アクセス(本体) ¥10,560 同時3アクセス(本体) ¥15,840 

冊子版ISBN 9784326102686  商品コード 1028301480 

独特の専門用語や論述の難解さで知られる現象学を、英語圏の哲学に特徴的な明晰な論述スタイルで解説。現象学の中心的なテーマは
今日の身体性認知科学にこそ最も鮮明に受け継がれている、という独自の観点から、心理学や認知科学との関係に重点を置いて現象学の
歴史と現代の展開を描き、その魅力と可能性をわかりやすく生き生きと示す。 

  シビックテック ―ICTを使って地域課題を自分たちで解決する― 

著編者名 稲継 裕昭 発行年 2018 

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 9784326302697  商品コード 1028301481 

シビックテックとは、シビック（市民）とテック（テクノロジー）をかけあわせた造語で、市民自身がテクノロジーを活用して社会課題を解決する
取り組みのことだ。近年、シビックテックを支援するグループが続々と全国に作られており、アプリの開発などが進められている。本書はその
最先端を紹介し、具体的なマニュアルも指南します。 

  冷戦史 
著編者名 ロバート・マクマン 発行年 2018 

同時1アクセス(本体) ¥10,230 同時3アクセス(本体) ¥15,400 

冊子版ISBN 9784326351756  商品コード 1028301482 

冷戦は過去の出来事にすぎないのか？ EUの興亡、資本主義のグローバル化、北朝鮮の核ミサイル問題、そして中東の混迷など……21世
紀の現在、私たちの目の前で起こっている多くの問題が、冷戦を背景としているのだ。近年の新しい研究成果をバランスよく取り入れつつ冷
戦の全体像を簡潔に伝える決定版が、ついに邦訳！ 

  鉄道少年たちの時代 ―想像力の社会史― 

著編者名 辻 泉 発行年 2018 

同時1アクセス(本体) ¥13,200 同時3アクセス(本体) ¥19,800 

冊子版ISBN 9784326603060  商品コード 1028301483 

世界に冠たる鉄道ファン大国日本！ 少年ならば一度は関心を寄せ、生涯追い続ける者も多い鉄道趣味。鉄道を時空間の広がりへの「想
像力のメディア（見田宗介）」と位置づけ、近現代日本におけるそのイメージと少年文化の変遷を追い、前人未到の歴史を解き明かす。文明
開化、敗戦、高度成長、そして今日への通史を描く文化社会学的研究！ 

  
教師の責任と教職倫理  
 ―経年調査にみる教員文化の変容― 

  

飢えと豊かさと道徳 

著編者名 久冨 善之 発行年 2018 著編者名 ピーター・シンガー 発行年 2018 

同時1アクセス 
(本体) 

¥17,380 
同時3アクセス 

(本体) 
¥26,070 

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 9784326251278  商品コード 1028063228 冊子版ISBN 9784326154548  商品コード 1028063230 

      

  
躍動する新規開業企業  
 ―パネルデータでみる時系列変化― 

  

歴史学者と読む高校世界史  
 ―教科書記述の舞台裏― 

著編者名 
日本政策金融公
庫総合研究所 

発行年 2018 著編者名 長谷川 修一 発行年 2018 

同時1アクセス 
(本体) 

¥10,780 
同時3アクセス 

(本体) 
¥16,170 

同時1アクセス 
(本体) 

¥7,920 
同時3アクセス 

(本体) 
¥11,880 

冊子版ISBN 9784326504466  商品コード 1028063229 冊子版ISBN 9784326248483  商品コード 1028063231 

2018年新規配信タイトル! 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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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 

民事法学の基礎的課題 ―植木哲先生古稀記念論文集― 高森 八四郎 2017 9784326403448 ¥36,300 ¥54,450 1026405218 

東アジア家族法における当事者間の合意を考える ―歴史的背
景から子の最善の利益をめざす家事調停まで―（学習院大学
東洋文化研究叢書） 

稲田 龍樹 2017 9784326403431 ¥10,780 ¥16,170 1026634679 

契約責任の多元的制御 笠井 修 2017 9784326403462 ¥18,480 ¥27,720 1026888900 

損害賠償の法務 （※） 喜多村 勝徳 2018 9784326403509 ¥10,780 ¥16,170 1027296206 

民法 第10版 （※） 我妻 栄 2018 9784326451111 ¥7,260 ¥10,890 1027441261 

総則 第3版（法学講義 . 民法） （※） 奥田 昌道 2018 9784326403523 ¥9,020 ¥13,530 1027882380 

  ジュニアスポーツコーチに知っておいてほしいこと 
著編者名 大橋 恵 発行年 2018 

同時1アクセス(本体) ¥6,380 同時3アクセス(本体) ¥9,570 

冊子版ISBN 9784326102686  商品コード 1027882379 

生涯スポーツが声高に叫ばれる現代において、スポーツのきっかけとなる児童期までの指導者の影響力は大きい。本書は職業的なコーチ
だけでなく、子どもをスポーツに通わせている親、地域のスポーツ活動に携わるアマチュア指導者をも対象に、大人がなすべきサポートやス
ポーツ文化が盛んな欧米での実践、国内の先進的事例を紹介する。 

  熟議の効用、熟慮の効果 ―政治哲学を実証する― 
著編者名 田中 愛治 発行年 2018 

同時1アクセス(本体) ¥12,100 同時3アクセス(本体) ¥18,150 

冊子版ISBN 9784326302666 商品コード 1027659337 

熟議と熟慮には本当に意義があるのか？ 本書では、ミニ・パブリックスによる討議型世論調査の結果と、熟慮した市民に最先端の世論調
査を行った結果を測定・比較する。テーマは「外国人労働者の受け入れ」だ。実証的政治学と政治思想研究のコラボレーションで政治学の地
平を切り開き、民主主義の将来を展望する！ 

  「創作子どもポルノ」と子どもの人権 ―マンガ・アニメ・ゲームの性表現規制を考える― 
著編者名 渡辺 真由子 発行年 2018 

同時1アクセス(本体) ¥8,580 同時3アクセス(本体) ¥12,870 

冊子版ISBN 9784326351756  商品コード 1027659335 

実在しない子どもを性的に描く表現物（「創作子どもポルノ」）の規制は従来、「表現の自由」の観点から議論されてきた。だが本書は新たに
「子どもの人権」の観点から検討し、日本の法規制と国際規範の議論が一致していない要因を解明する。日本の現行法の枠組みにおける、
創作子どもポルノ規制の実現可能性についても検討する。 

  戦略の未来 
著編者名 コリン・グレイ 発行年 2018 

同時1アクセス(本体) ¥7,920 同時3アクセス(本体) ¥11,880 

冊子版ISBN 9784326351749 商品コード 1027659334 

戦略の歴史は人類の歴史と同じくらい古い。将来にわたって私達はこの不愉快な現実から逃れられないのだ。ルトワックやクレフェルトと並
ぶ世界三大戦略家の一人コリン・グレイは、古今東西の戦争や戦略家を論じつくし、時代や場所を越えて通用する「戦略の一般理論」を指し
示す。新クラウゼヴィッツ主義のエッセンスを伝える必読の一冊！ 

民 法 関 連  
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世界の政治と外交・国際事情 

◆◆現代中国地域研究叢書シリーズ◆◆ 

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 

中国の水土流失 ―史的展開と現代中国における転換点―（5） 松永 光平 2013 9784326348954 ¥10,450 ¥15,730 1025435700 

科学の人 (マン・オブ・サイエンス) ・孫文 ―思想史的考察―（6） 武上 真理子 2014 9784326348961 ¥11,000 ¥16,500 1016972216 

中国ナショナリズムのなかの日本  
―「愛国主義」の変容と歴史認識問題―（7） 

江藤 名保子 2014 9784326348978 ¥11,000 ¥16,500 1016479890 

中国トウモロコシ産業の展開過程 （8） 張 馨元 2014 9784326348985 ¥11,000 ¥16,500 1016479891 

中国中小企業の起業・経営・人材管理  
―民営化企業の多様化に迫る―（9） 

北 蕾 2014 9784326348992 ¥12,100 ¥18,150 1016824358 

政論家の矜持  
―中華民国時期における章士釗と張東蓀の政治思想―（10） 

森川 裕貫 2015 9784326349005 ¥13,750 ¥20,680 1017332829 

現代中国の軍事制度  
―国防費・軍事費をめぐる党・政・軍関係―（11） 

土屋 貴裕 2015 9784326349012 ¥11,000 ¥16,500 1017332830 

20世紀初頭の清朝とドイツ ―多元的国際環境下の双方向性―（12） 小池 求 2015 9784326349029 ¥13,750 ¥20,680 1017332831 

国際社会における日中関係  
―1978～2001年の中国外交と日本―（13） 

兪 敏浩 2015 9784326349036 ¥14,850 ¥22,330 1017522749 

文化と国家アイデンティテイの構築  
―関係(グァンシー)と中国外交―（14） 

上村 威 2015 9784326349043 ¥14,850 ¥22,330 1017819765 

政道と政体 ―近代日本における中国観察―（15） 何 鵬挙 2016 9784326349050 ¥13,750 ¥20,680 1020083595 

近代中国の電信建設と対外交渉  
―国際通信をめぐる多国間協調・対立関係の変容―（16） 

薛 軼群 2016 9784326349067 ¥14,080 ¥21,120 1020296385 

日中関係と日本経済界 ―国交正常化から「政冷経熱」まで―（17） 李 彦銘 2016 9784326349074 ¥15,950 ¥23,980 1020296386 

中国の大国外交への道のり ―国際機関への対応をめぐって―（18） 吉川 純恵 2017 9784326349081 ¥12,760 ¥19,140 1024589461 

14冊揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥180,290 ¥270,820 

2018年新規配信タイトル! 

政治と電力 （上・下） 著者 上川 龍之進 

福島第一原発事故から7年が経とうとしている。この間、戦後の電力・エネル
ギー政策、とりわけ原子力政策の何が明らかになったのか？ そして事故後、
事態はどう動いていったのか？ なぜ電力自由化の改革は急速に進み、脱
原発は後退したのか？ とは言えなぜ自民党は原発再稼動を思うように進め
られないのか？ 政治学であざやかに読み解く！ 

2冊揃価格 
 同時1アクセス（本体）¥22,000  同時3アクセス（本体）¥33,000 

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 

電力と政治 上 ―日本の原子力政策全史― 2018 9784326351725 ¥11,000  ¥16,500  1027441258 

電力と政治 下 ―日本の原子力政策全史― 2018 9784326351732 ¥11,000  ¥16,500  1027441259 
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社会学・社会科学関連 

◆◆フロンティア実験社会科学シリーズ◆◆ 

◆◆社会変動をどうとらえるかシリーズ◆◆ 

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 

実験が切り開く21世紀の社会科学 （1） 西條 辰義 2014 9784326349111 ¥8,250 ¥12,430 1016479882 

人間行動と市場デザイン（2） 西條 辰義 2016 9784326349128 ¥9,570 ¥14,300 1022033538 

実験政治学 （3） 肥前 洋一 2016 9784326349135 ¥10,120 ¥15,180 1023668652 

社会関係資本の機能と創出 ―効率的な組織と社会―（4） 清水 和巳 2015 9784326349142 ¥9,350 ¥14,080 1019315034 

「社会の決まり」はどのように決まるか （6） 亀田 達也 2015 9784326349166 ¥8,250 ¥12,430 1017332832 

文化を実験する ―社会行動の文化・制度的基盤―（7） 山岸 俊男 2014 9784326349173 ¥8,800 ¥13,200 1016824360 

6冊揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥54,340 ¥81,620 

4冊揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥35,200 ¥52,800 

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 

聖なる消費とグローバリゼーション （1） 遠藤 薫 2009 9784326653430 ¥8,800 ¥13,200 1022470325 

メタ複製技術時代の文化と政治 （2） 遠藤 薫 2009 9784326653447 ¥8,800 ¥13,200 1022470326 

三層モラルコンフリクトとオルトエリート （3） 遠藤 薫 2010 9784326653485 ¥8,800 ¥13,200 1022470327 

日本近世における聖なる熱狂と社会変動 （4） 遠藤 薫 2010 9784326653539 ¥8,800 ¥13,200 1022470328 
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哲学・倫理学関連 

シリーズ新・心の哲学 信原 幸弘 著 

われわれの思考はどのように成

り立っているのか。思考と概念、

思考と言語の関係は？人間の

思考はいかなる意味で合理的

なのか。 

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 

認知篇 （1） 2014 9784326199211 ¥8,250 ¥12,430 1016479871 

意識篇 （2） 2014 9784326199228 ¥8,800 ¥13,200 1016479872 

情動篇 （3） 2014 9784326199235 ¥7,700 ¥11,550 1016479873 

3冊揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥24,750 ¥37,180 

ジャック・デリダ  
―動物性の政治と倫理 = Jacques Derrida 
: Politique et éthique de l'animalité― 

同時1アクセス（本体） ¥7,040 

同時3アクセス（本体） ¥10,560 

冊子版ISBN 9784326154449  

著編者名 パトリック・ロレッド 発行年 2017 商品コード 1024322187 

近代政治の主権概念は人間と動物の区分と不可分であり、政治は常に人間に固有なものとされてきた。つまり西欧思
想においては、人間と人間ではない生きものたちの政治関係の発明が回避され、獣と主権者のアナロジーによって動物
たちに日々ふるまわれる根底的な暴力が否認されてきたのだ。デリダが人生の最後に発明した「動物－政治」概念から、
「動物の民主主義」を考える。 

フィクションの哲学 改訂版 
同時1アクセス（本体） ¥9,350 

同時3アクセス（本体） ¥14,080 

冊子版ISBN 9784326154456  

著編者名 清塚 邦彦 発行年 2017 商品コード 1025193938 

従来のフィクション論の紹介・検討を通して、本書ではごっこ遊びにおいて参加者にさまざまな想像を指定する小道具の
役割を果たすという点にフィクションの本質を見出す。映画・演劇・絵画・彫刻などの視覚的な作品も含む包括的なフィク
ション論の構築を視野に収めつつ、言語作品をめぐるフィクションの分析を完成させ、クリアな展望を示す。 

自然主義入門  
―知識・道徳・人間本性をめぐる現代哲学
ツアー― 

同時1アクセス（本体） ¥8,800 

同時3アクセス（本体） ¥13,200 

冊子版ISBN 9784326154487  

著編者名 植原 亮 発行年 2017 商品コード 1025376215 

哲学と科学を緊密に結びつけ、科学をとおして人間の知の営みを捉えようとする哲学上の立場＝「自然主義」。本書で
は人間の心には何が生まれつき備わっているのかをめぐる生得説と経験主義の対立を軸に、心理学や認知科学にお
ける新しい仮説や知見をふんだんに取り込み、領域の拡大と深化を続ける自然主義の大航海へと読者をいざなう。 
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　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  JT本町ビル2階 TEL: 019-654-1051　FAX: 019-654-1359

【東海・北陸】

　名古屋営業部 〒460-0008 名古屋市中区栄1-24-15  JPR名古屋伏見ビル5階 TEL: 052-209-2602　FAX: 052-209-2614

　金沢営業部 〒920-0024 金沢市西念1-1-3   コンフィデンス金沢5階 TEL: 076-231-3155　FAX: 076-231-3299

【関西】

　大阪営業部 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-28    久太郎町恒和ビル4階 TEL: 06-6251-2622　FAX: 06-6251-2588

　京都営業部 〒616-8533 京都市右京区太秦上刑部町10  大日本印刷（株）京都工場内 TEL: 075-863-5321　FAX: 075-863-5352

　神戸営業部 〒657-0856 神戸市灘区岩屋南町4-36  岩屋ビル TEL: 078-389-5311　FAX: 078-389-5312

【中四国】

　岡山営業部 〒700-0822 岡山市北区表町1-3-50 TEL: 086-231-2262　FAX: 086-231-4370

　松山営業所 〒790-0806 松山市緑町2-10-10  FURUMOTOビル1階 TEL: 089-941-5279　FAX: 089-933-7754

　広島営業部 〒730-0037 広島市中区中町7-23  住生平和大通り第2ビル6階 TEL: 082-247-2252　FAX: 082-247-1576

【九州】

　福岡営業部 〒815-0031 福岡市南区清水2-15-11 TEL: 092-561-1831　FAX: 092-561-1854

　長崎営業所 〒852-8102 長崎市坂本1-8-33 TEL: 095-843-0355　FAX: 095-843-0333

　熊本営業所 〒860-0804 熊本市中央区辛島町8-23　桜ビル辛島町3F TEL: 096-312-0533　FAX: 096-241-8801

　沖縄営業所 〒900-0021 那覇市泉崎1-12-7  不動産会館ビル6階 TEL: 098-861-4837　FAX: 098-863-0090

 

◆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　Maruzen eBook Library 担当

〒105-0022 東京都港区海岸 1-9-18 国際浜松町ビル　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
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