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勁草書房 

2019年 新規配信タイトル 

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 

信託法案内  （※） 田中 和明 2019 9784326499373 ¥8,580  ¥12,870  1030360967 

刑法案内 1  藤木 英雄 2011 9784326499311 ¥7,040  ¥10,560  1030884574 

刑法案内 2  藤木 英雄 2011 9784326499328 ¥7,040  ¥10,560  1030884575 

勁草法学案内シリーズ 

勁草法律実務シリーズ 

現代中国地域研究叢書  

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 

日本の対中ODA外交 ―利益・パワー・価値のダイナミズム―（1） 徐 显芬 2011 9784326348916 ¥11,550  ¥17,380  1028859986 

「大国中国」の崩壊 ―マーシャル・ミッションからアジア冷戦へ―（2） 松村 史紀 2011 9784326348923 ¥11,550  ¥17,380  1028859987 

中国の土地政治 ―中央の政策と地方政府―（3） 任 哲 2012 9784326348930 ¥10,450  ¥15,730  1028859988 

「二つの中国」と日本方式 ―外交ジレンマ解決の起源と応用―（4） 平川 幸子 2012 9784326348947 ¥11,550  ¥17,380  1028859989 

4冊揃価格 

同時１アクセス 
（本体） 

同時３アクセス 
（本体） 

¥45,100 ¥67,870 

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 

資金決済法の理論と実務 （※） 丸橋 透 2019 9784326403615 ¥15,180  ¥22,770  1029973203 

契約の法務 第2版（※） 喜多村 勝徳 2019 9784326403608 ¥10,450  ¥15,620  1029728052 

民事証拠収集 ―相談から執行まで―（※） 
民事証拠収集実務
研究会 

2019 9784326403646 ¥11,770  ¥17,600  1030360966 

最新判例にみるインターネット上の名誉毀損の理論と実務 
第2版（※） 

松尾 剛行 2019 9784326403622 ¥17,380  ¥26,070  1030360969 

3冊揃価格 

同時１アクセス 
（本体） 

同時３アクセス 
（本体） 

¥22,660 ¥33,990 

4冊揃価格 

同時１アクセス 
（本体） 

同時３アクセス 
（本体） 

¥54,780 ¥82,060 

＊こちらのシリーズは上記以外のタイトルも配信中です。詳細はお問い合わせください。 

＊こちらのシリーズは上記以外のタイトルも配信中です。詳細はお問い合わせください。 

＊こちらのシリーズは上記以外のタイトルも配信中です。詳細はお問い合わせください。 

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 

一にして多のヨーロッパ ―統合のゆくえを問う― 宮島 喬 2010 9784326653560 ¥9,790  ¥14,630  1030884581 

「中国脅威論」とASEAN諸国 
 ―安全保障・経済をめぐる会議外交の展開― 

佐藤 考一 2012 9784326302130 ¥16,500  ¥24,750  1028859985 

核のリスクと地域紛争 ―インド・パキスタン紛争の危機と安定― 栗田 真広 2018 9784326302703 ¥14,080  ¥21,120  1028700592 

ガバナンスの探求 ―蠟山政道を読む― 今村 都南雄 2009 9784326351466 ¥9,680  ¥14,520  1028859991 

政治権力と行政組織 ―中央省庁の日本型制度設計― 河合 晃一 2019 9784326302765 ¥11,880  ¥17,820  1030360965 

アメリカプライバシー法 ―連邦取引委員会の法と政策― 
クリス・フーフナ
グル 

2018 9784326403561 ¥15,950  ¥23,870  1028700594 

「国家主権」という思想 ―国際立憲主義への軌跡― 篠田 英朗 2012 9784326351602 ¥9,130  ¥13,750  1028859976 

海洋戦略論 ―大国は海でどのように戦うのか― 後瀉 桂太郎 2019 9784326302758 ¥12,320  ¥18,480  1029728045 

AI・ロボットの法律実務Q&A （※） 
第二東京弁護士
会情報公開・個人
情報保護委員会 

2019 9784326403639 ¥11,000  ¥16,500  1029973204 

《２０世紀史》を考える 塩川 伸明 2004 9784326248346 ¥9,240  ¥13,860  1030884568 

等身大の中国 天児 慧 2003 9784326351305 ¥6,380  ¥9,570  1028859990 

統治の抗争史 ―フーコー講義1978-79― 重田 園江 2018 9784326302710 ¥19,800  ¥29,700  1029342013 

政治において正しいとはどういうことか 
 ―ポスト基礎付け主義と規範の行方― 

田畑 真一 2019 9784326302772 ¥12,760  ¥19,140  1030515211 

アダム・ファーガスンの国家と市民社会 
 ―共和主義・愛国心・保守主義― 

青木 裕子 2010 9784326301935 ¥11,660  ¥17,490  1030884572 

サッチャリズムの世紀 ―作用の政治学へ―新版 豊永 郁子 2010 9784326301850 ¥11,550  ¥17,380  1028859984 

地域SNSによるガバナンスの検証 
 ―情報通信技術を活用した住民参加―（KDDI総研叢書 8） 

中野 邦彦 2019 9784326302789 ¥11,660  ¥17,490  1030590870 

農業保護政策の起源 ―近代日本の農政 : 1874-1945― 佐々田 博教 2018 9784326351770 ¥11,220  ¥16,830  1029342014 

比較法ハンドブック 第3版 （※） 五十嵐 清 2019 9784326451142 ¥10,120  ¥15,180  1029973205 

逐条講義製造物責任法 ―基本的考え方と裁判例―第2版 （※） 土庫 澄子 2018 9784326403547 ¥10,120  ¥15,180  1029161074 

アメリカ民事法入門 第2版 （※） 楪 博行 2019 9784326451159 ¥8,800  ¥13,200  1029973206 
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グローバル政治経済のパズル 
 ―ゲーム理論で読み解く― 

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 9784326302741  

著編者名 石黒 馨 発行年 2019 商品コード 1029728044 

グローバル政治経済に関するいろんなパズルを、ゲーム理論で解いていこう。戦争、安全保障、貿易と移民、通貨と金融とい
う４つの分野において誰もが思い浮かべる疑問を取り上げ、簡単な理論によってその解答を解説していく。各章にはさらに理
解を深めるための例題と、さらに読み進めるための文献案内つき。 

大戦略論 ―国際秩序をめぐる戦いと日本― 

同時1アクセス（本体） ¥8,910 

同時3アクセス（本体） ¥13,310 

冊子版ISBN 9784326302727  

著編者名 川﨑 剛 発行年 2019 商品コード 1029728050 

大戦略（グランド・ストラテジー）が悪ければ国運は傾き、良ければ国は隆盛する。では大戦略とは何なのか？ どのように作り
上げるものなのか？ そして日本のとるべき大戦略とは？ 大国がしのぎを削る権力政治をリアルに認識しながら、国際政治
学の知見をつかい、いま日本に最も必要な疑問に答える。戦略論の「一歩上」をいく、日本人のための大戦略論の書がつい
に刊行！ 

共振する国際政治学と地域研究 
 ―基地、紛争、秩序― 

同時1アクセス（本体） ¥10,120 

同時3アクセス（本体） ¥15,180 

冊子版ISBN 9784326302734  

著編者名 川名 晋史 発行年 2019 商品コード 1029728051 

今日の我々はグローバリゼーションの急速な進展と他方での地域主義／国家主義への揺り戻しの中に生きている。本書は、
国際政治学と地域研究の協働、すなわち、グローバルな問題が地域にいかなる波及効果をもたらし、そこでの様態と反応が
逆にいかにどの程度グローバルな世界に影響を及ぼしうるのかを解明する。 

核武装と知識人 
 ―内閣調査室でつくられた非核政策― 

同時1アクセス（本体） ¥11,440 

同時3アクセス（本体） ¥17,160 

冊子版ISBN 9784326351787  

著編者名 岸 俊光 発行年 2019 商品コード 1030682553 

日本の「非核三原則」表明の裏には、内閣調査室に結集した知識人達の存在があった。若泉敬、永井陽之助、高坂正堯ら現
実主義者はどのように内調に協力したのか？ そもそも内調はどのように生まれ、なぜ知識人との人脈を形成するにいたった
のか？ 内調元幹部の証言やジャーナリストの秘密資料を駆使し、非核政策の「謎」に光を当てた著者博士論文を書籍化。 

「核の忘却」の終わり ―核兵器復権の時代― 

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 9784326302802  

著編者名 秋山 信将 発行年 2019 商品コード 1030682555 

かつてオバマ前米国大統領は核廃絶を唱え、専門家の間でも「核の忘却」が語られた。しかし近年、核兵器は復権しつつあ
る。しかも地域や相手によって異なる認識枠組みが必要だ。本書では米中ロや欧州・南アジアそれぞれの核戦略、サイバー
セキュリティと核兵器、核兵器による「世界の分裂」、そして日本にとっての核抑止を論じる。 

中国の領土紛争 ―武力行使と妥協の論理― 

同時1アクセス（本体） ¥20,350 

同時3アクセス（本体） ¥30,470 

冊子版ISBN 9784326302796  

著編者名 テイラー・フレイヴェル 発行年 2019 商品コード 1030831411 

中国は領土紛争において、強硬な政策をとることが多いのか、妥協的な政策をとることが多いのか。そしてどのような場合に武
力行使に踏み切り、どのような場合に妥協するのか。本書では大量の中国語史料と鋭い理論的視野をもって建国以来の23の
領土紛争を検証し、これらの疑問に答える。日本語版のために尖閣問題を論じたエピローグも収録。 
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男たち/女たちの恋愛 
 ―近代日本の「自己」とジェンダー― 

同時1アクセス（本体） ¥12,760 

同時3アクセス（本体） ¥19,140 

冊子版ISBN 9784326603176  

著編者名 田中 亜以子 発行年 2019 商品コード 1030515214 

明治期の「恋愛」という新たな観念の登場は、異なる歴史的・社会的文脈のもとにあった男女に、それぞれ何をもたらしたのか。
恋愛をめぐる社会的な共通認識がつくられるプロセスをジェンダーの視点からたどり、恋愛という観念がいかに男性と女性に
とって異なる意味をもつものとして形成されていったのか、資料を基に鮮やかに描き出す。 

フィラデルフィアの精神 
 ―グローバル市場に立ち向かう社会正義― 

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 9784326451166  

著編者名 アラン・シュピオ 発行年 2019 商品コード 1030590869 

1944年に布告されたILOのフィラデルフィア宣言は、「経済活動はあくまで人間の尊厳や社会正義に仕えるもの」と確認した。
しかし、この宣言に生きる精神は、市場の法則を絶対とするグローバル資本主義の攻勢によって踏みにじられていった。社会
正義に関する人類の到達点ともいえるこの精神の復活の処方箋を、具体的に提示する。 

移民と国内植民の社会学 
 ―矢内原忠雄の植民論とアイヌ民族― 

同時1アクセス（本体） ¥11,880 

同時3アクセス（本体） ¥17,820 

冊子版ISBN 9784326654222  

著編者名 佐久間 孝正 発行年 2019 商品コード 1030590871 

大正から昭和初期において、移民・国内植民に関する理論はどのように展開されたのか。矢内原忠雄の植民論を中心に、新
渡戸稲造、内村鑑三、吉野作造らの思想と関連づけて検討する。またその植民論は、北海道における国内植民論としてアイ
ヌ民族との関連でも読み解くことができるため、現代日本の先住民研究との関連で併せて論じる。 

女性リーダー育成のために 
 ―グローバル時代のリーダーシップ論― 

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 9784326654215  

著編者名 お茶の水女子大学グローバルリーダーシップ研究所 発行年 2019 商品コード 1029973209 

女性活躍推進法の制定以降、女性リーダーに関する社会の関心が高まっている。だが国際比較では、日本における女性リー
ダーをめぐる実態にはなお乖離がある。この状況をいかに打破するのか、国内外でリーダーシップを発揮できる人材育成をめ
ざすお茶の水女子大学で行われた、各界で活躍する講師による連続講演会の内容をまとめた一冊。 

認知症と民法 
（公私で支える高齢者の地域生活 第1巻） （※） 

同時1アクセス（本体） ¥10,120 

同時3アクセス（本体） ¥15,180 

冊子版ISBN 9784326449743  

著編者名 小賀野 晶一 発行年 2018 商品コード 1029342015 

能力の低下した人、不安を感じる人を地域で弾力的に支援する法的条件は何か。能力低下の程度を時系列で捉え、そこで
生起する具体的事例について民法の視点から諸問題を提示し、現場で支援・援助に従事する人々の悩みを汲み取り、実践
的取組みに寄り添う形で理論と実務の双方から高齢社会の問題の解決を図る。 

認知症と医療  
（公私で支える高齢者の地域生活 第2巻） 

同時1アクセス（本体） ¥10,120 

同時3アクセス（本体） ¥15,180 

冊子版ISBN 9784326449750  

著編者名 成本 迅 発行年 2018 商品コード 1029502724 

能力の低下した人、不安を感じる人を地域で弾力的に支援するため、医療の果たす役割は何か。能力低下の程度を時系列
で捉え、そこで生起する具体的事例につき医療の視点から諸問題を提示し、現場で支援・援助に従事する人々の悩みを汲
み取り、実践的取組みに寄り添う形で理論と実務から高齢社会の問題の解決を図る。 
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ライブ・経済学の歴史 
 ―「経済学の見取り図」をつくろう― 

著編者名 小田中 直樹 

発行年 2003 

同時1アクセス（本体） ¥6,600 

同時3アクセス（本体） ¥9,900 

冊子版ISBN 9784326550463  

商品コード 1028859977 

経済学は生きている。分配から失業まで
――アクチュアルな問題に自分なりの考えを
もちたいと願うアマチュアに贈る教養経済学。 

マクロ経済学 新版（勁草テキスト・セレクション） 

著編者名 中谷 武 

発行年 2009 

同時1アクセス（本体） ¥7,150 

同時3アクセス（本体） ¥10,780 

冊子版ISBN 9784326503247  

商品コード 1028859979 

現在の大学生の学力に対応できるようにつ
くられたまったく新しいマクロ経済学のテキ
スト。練習問題・文献解題・コラムも充実。 

社会福祉の形成と展開  
（福祉の基本体系シリーズ 10） （※） 

著編者名 井村 圭壮 

発行年 2019 

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 9784326701094  

商品コード 1029728054 

社会福祉の現状や歴史、社会福祉に共通する制
度・技術や活動とともに児童・高齢者・障がい者を
はじめとする各領域の福祉について、一定の水準
を保ちつつ初学者向けにわかりやすく解説してい
る。またできるだけ最新の制度・政策や統計情報
を盛り込んだ。 

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 

岐路に立つ自営業 = The self-employed at a crossroads : expansion 
and future of professionals ―専門職の拡大と行方― 

仲 修平 2018 9784326603138 ¥13,860  ¥20,790  1029342016 

日本版ビッグバン以後の金融機関経営 
 ―金融システム改革法の影響と課題― 

山沖 義和 2019 9784326504541 ¥11,110  ¥16,610  1029728053 

アジアはいかに発展したか 
 ―アジア開発銀行がともに歩んだ50年― 

ピーター・マッコーリー 2018 9784326504510 ¥12,320  ¥18,480  1029502730 

中国の金融制度 童 適平 2013 9784326503827 ¥13,860  ¥20,790  1030884578 

地域金融機関の経営行動 ―経済構造変化への対応― 堀江 康煕 2008 9784326503100 ¥11,660  ¥17,490  1030884576 

なぜ中国企業は人材の流出をプラスに変えられるのか 中村 圭 2019 9784326504558 ¥11,550  ¥17,270  1029728046 

理論経済学の新潮流 ―武野秀樹博士米寿記念論文集― 秋本 耕二 2019 9784326504565 ¥24,640  ¥36,960  1029973207 

経済学のための実験統計学 ピーター・モファット 2018 9784326504527 ¥20,350  ¥30,580  1029502725 

社会を展望するゲーム理論 ―若き研究者へのメッセージ― 鈴木 光男 2007 9784326550579 ¥9,350  ¥14,080  1028859992 

アベノミクスの成否 （日本経済政策学会叢書 1） 佐竹 光彦 2019 9784326546107 ¥9,460  ¥14,190  1029973211 

中所得国の罠と中国・ASEAN トラン・ヴァン・トウ 2019 9784326504589 ¥10,120  ¥15,180  1030831412 

ベトナム経済発展論 ―中所得国の罠と新たなドイモイ― トラン・ヴァン・トウ 2010 9784326503391 ¥9,790  ¥14,630  1030884577 

利用者視点の交通政策 
 ―人口減少・低成長下時代をいかに生きるか― 

松野 由希 2018 9784326504534 ¥11,000  ¥16,500  1029502726 

激動する日本の「モノづくり」 （シリーズ企業・経営の現場から 4） 井上 弘基 2018 9784326598724 ¥7,920  ¥11,880  1029502727 

超不確実性時代のWTO ―ナショナリズムの台頭とWTOの危機― 深作 喜一郎 2019 9784326504602 ¥11,000  ¥16,500  1030682558 

モバイルメディア時代の働き方 
 ―拡散するオフィス、集うノマドワーカー― 

松下 慶太 2019 9784326550821 ¥8,580  ¥12,870  1030831414 

スタートダッシュ経済学 

著編者名 伊ケ崎 大理 

発行年 2019 

同時1アクセス（本体） ¥6,930 

同時3アクセス（本体） ¥10,340 

冊子版ISBN 9784326504619  

商品コード 1030831413 

本書は経済学を学び始めようとする読者の皆さんの
背中を押すことを目指した入門書です。経済学部
に入学し、経済学を専門的に学ぼうとする人はもち
ろんのこと、経済学部以外の学部で経済学を学ぼう
とする人たちにも経済学の学習をスムーズに進める
手助けとなるようにと執筆したテキストです。 
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計算論的精神医学 
 ―情報処理過程から読み解く精神障害― 

同時1アクセス（本体） ¥11,110 

同時3アクセス（本体） ¥16,610 

冊子版ISBN 9784326251315  

著編者名 国里 愛彦 発行年 2019 商品コード 1029728049 

現在の精神医学は、疾病分類が生物学的知見に基づいていない、生物学的知見と臨床症状の間に説明のギャップがあると
いった問題を抱えている。これらを克服するため、計算論的精神医学にはアメリカのNIMHをはじめ国際的な注目が集まって
いる。理論、方法論、そして具体的な適用事例という3部構成により、この新たなアプローチを解説。 

基礎から学ぶスポーツの心理学 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥6,930 

同時3アクセス（本体） ¥10,450 

冊子版ISBN 9784326251346  

著編者名 佐々木 万丈 発行年 2019 商品コード 1030360964 

スポーツにおける優れたパフォーマンスの基盤として、心理的側面の重要性が指摘されている。本書は、心理学の理解、ス
ポーツ行動の理解、スポーツ行動と社会的要因の関係の理解という3つの視点から、スポーツ心理学の基礎を分かりやすく示
し、自らのスポーツ活動だけでなく、指導者としても役立つ知見や重要なトピックを解説する。 

映画で考える生命環境倫理学 

同時1アクセス（本体） ¥7,260 

同時3アクセス（本体） ¥10,890 

冊子版ISBN 9784326102730  

著編者名 吉川 孝 発行年 2019 商品コード 1029973201 

SF映画などのフィクションは、私たちにとって当たり前の現実が、ほかでもありえたことを教えてくれる。映画を思考の手がかり
としながら、気鋭の8人の論者が人間とは何かを問い、生と死、私と他者、心、愛、知、環境、科学技術といった問題を考える。
倫理学的に考えるためのヒントが詰まった生命環境倫理学の新しいテキスト。 

日本近代における「国家意識」形成の諸問題とアジア 
 ―政治思想と大衆文化―（学習院大学東洋文化研究叢書） 

同時1アクセス（本体） ¥12,320 

同時3アクセス（本体） ¥18,480 

冊子版ISBN 9784326603145  

著編者名 遠藤 薫 発行年 2019 商品コード 1029728047 

西欧近代を発祥とする「近代国家」概念は、日本にとって何であったのか／あるのか。明治維新・文明開化において<国家 
意識>はどのように立ち上がっていったのか。戊辰戦争によって生じた<死>や近代武士道の醸成などからたどる。またそれが、
明治以降の文芸、教育、娯楽などの大衆文化にいかに投射されたかを検討する。 

老いと踊り 

同時1アクセス（本体） ¥14,850 

同時3アクセス（本体） ¥22,220 

冊子版ISBN 9784326800605  

著編者名 中島 那奈子 発行年 2019 商品コード 1030360971 

年齢を重ねたダンサーを起用したピナ・バウシュやジャドソン教会派、100歳を超えても踊り続けた大野一雄、老いを成熟と 
みなす能や踊りの分析をとおし、長時間労働と規律化が可能であるがゆえに近代で理想とされた「若い」身体の価値を再考、
脱主体、脱近代的な身体の可能性を探る。 

図書館情報学概論 

同時1アクセス（本体） ¥13,640 

同時3アクセス（本体） ¥20,460 

冊子版ISBN 9784326000463  

著編者名 デビッド・ボーデン 発行年 2019 商品コード 1030831409 

情報の基本概念から、情報組織化の手法、情報学の調査研究法まで、図書館情報学の主要領域を解説した概説書。 
【主な内容】情報学とは何か／情報の歴史／情報学の基本概念／領域分析／情報の組織化／情報技術／計量情報学／ 
情報行動／情報の流通／情報社会／情報管理・情報政策／デジタルリテラシー／情報学の調査研究法／情報学の未来 
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