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MEL分野別カタログ 人文 

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 

人間科学の百科事典 
日本生理 
人類学会 

2015 9784621088302 ¥66,000 ¥99,000 1024761519 

「ヒト」を多面的にとらえ詳細に解説した初の事典。 

世界の暦文化事典 中牧 弘允 2017 9784621301920 ¥39,600 ¥59,400 1026810914 

各地の暦文化（記念日・お祭り）を紹介。 

華僑華人の事典 
華僑華人の 
事典編集委員会 

2017 9784621301760 ¥66,000 ¥99,000 1026888917 

華僑華人研究の全体像を浮き彫りにする。 

47都道府県・妖怪伝承百科 香川 雅信 2017 9784621301586 ¥12,540 ¥18,810 1026405280 

地元の人の心に根付く妖怪伝承。 

漱石と「學鐙」 小山 慶太 2017 9784621301203 ¥5,280 ¥7,920 1024943404 

「學鐙」創刊120周年記念出版。「學鐙」に載った今は読めない漱石関連エッセイ満載。 

吉川弘之対談集 ―科学と社会の対話 :  

研究最前線で活躍する8人と考える― （※） 
吉川 弘之 2017 9784621301494 ¥5,940 ¥8,910 1025376244 

研究者8人が語る“科学の社会への貢献”とは。 

左と右・対称性のサイエンス  
（叢書インテグラーレ 015） 

広島大学大学院
総合科学研究科 

2017 9784621301180 ¥6,270 ¥9,405 1024195226 

「左と右」といった対称性の観点から考察。 

ジョン・ロックの道徳哲学  
（金沢大学人間社会研究叢書） 

佐々木 拓 2017 9784621302002 ¥17,160 ¥25,740 1026405279 

現代の道徳哲学を解きほぐす道標ともなる意欲的論考。 

  ● タイトル末尾の(※)はダウンロード不可です。 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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世界の文字事典 
同時1アクセス（本体） ¥33,000 
同時3アクセス（本体） ¥49,500 

冊子版ISBN 9784621088944  
著編者名 庄司 博史 発行年 2015年 商品コード 1019023648 

世界の様々な文字がカタカナ読みできる「世界のことば読み方事典」。 

世界民族百科事典 
同時1アクセス（本体） ¥66,000 
同時3アクセス（本体） ¥99,000 

冊子版ISBN 9784621088234  
著編者名 国立民族学博物館 発行年 2014年 商品コード 1016124045 

現在の「民族」をめぐる様々な事象を網羅的に取り上げた民族学、人類学の総合解説書。 

民俗学事典 
同時1アクセス（本体） ¥66,000 
同時3アクセス（本体） ¥99,000 

冊子版ISBN 9784621087732  
著編者名 民俗学事典編集委員会 発行年 2014年 商品コード 1019023647 

民俗学の基礎から最前線までを新たな切り口でまとめた読む中項目事典。 

人の移動事典 ―日本からアジアへ・アジアから日本へ― 
同時1アクセス（本体） ¥39,600 
同時3アクセス（本体） ¥59,400 

冊子版ISBN 9784621087190  
著編者名 吉原 和男 発行年 2013年 商品コード 1014899597 

20世紀の移植民から、21世紀グローバル時代の人の移動までを学際的で多様な視点から解き明かすユニークな事典。 

温泉の百科事典 
同時1アクセス（本体） ¥44,000 
同時3アクセス（本体） ¥66,000 

冊子版ISBN 9784621085066  
著編者名 阿岸 祐幸 発行年 2012年 商品コード 1012269190 

温泉のあらゆる知識を1冊に網羅するわが国初の一大百科。 

47都道府県・温泉百科 
同時1アクセス（本体） ¥12,540 
同時3アクセス（本体） ¥18,810 

冊子版ISBN 9784621089965  
著編者名 山村 順次 発行年 2015年 商品コード 1020083615 

日本各地のさまざまな温泉とその地域性を紹介。 

47都道府県・地名由来百科 
同時1アクセス（本体） ¥12,540 
同時3アクセス（本体） ¥18,810 

冊子版ISBN 9784621087619  
著編者名 谷川 彰英 発行年 2015年 商品コード 1019023652 

日本列島縦断、興味をそそる地名の由来が盛りだくさん! 

47都道府県・伝統行事百科 
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 9784621085431  
著編者名 神崎 宣武 発行年 2012年 商品コード 1011227119 

都道府県別の切り口で各地方特有の伝統行事（お祭り）を紹介。 

漢字文化の源流 （京大人気講義シリーズ） 
同時1アクセス（本体） ¥3,960 
同時3アクセス（本体） ¥5,940 

冊子版ISBN 9784621082058  
著編者名 阿辻 哲次 発行年 2009年 商品コード 1008139867 

漢字史と社会史の密接な関係を解き明かした書。 

古典・新作落語事典 
同時1アクセス（本体） ¥15,840 
同時3アクセス（本体） ¥23,760 

冊子版ISBN 9784621300350  
著編者名 瀧口 雅仁 発行年 2016年 商品コード 1022115166 

古典落語と新作落語合わせて700の演題を五十音順に収載した落語事典。 

戦後とは何か 上 ―政治学と歴史学の対話― 
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 9784621088326  
著編者名 渡辺 昭夫 発行年 2014年 商品コード 1019023649 

戦後とは何か 下 ―政治学と歴史学の対話― 
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 9784621088333  
著編者名 加藤 陽子 発行年 2014年 商品コード 1019023650 

「戦後体制」が大きく変わろうとしている今、「戦後とは何か」「戦後体制とは何だったのか」を問う知性と理性の書。 

何が間違いか日本の経済政策  
―マドリングスルーの時代―（丸善ライブラリー 364） 

同時1アクセス（本体） ¥1,716 
同時3アクセス（本体） ¥2,574 

冊子版ISBN 9784621053645  
著編者名 白川 一郎 発行年 2004年 商品コード 1008060852 

短期の景気指標に一喜一憂することなく、わかりやすい指標づくりの必要性を説く。 

異文化間コミュニケーション入門  
―日米間の相互理解のために― 

同時1アクセス（本体） ¥4,180 
同時3アクセス（本体） ¥6,270 

冊子版ISBN 9784621070819  
著編者名 西田 司 発行年 2002年 商品コード 1008060857 

コミュニケーションのプロセスから説きおこし、日米間の文化的特徴、意思の表現、行動様式の比較を行う。 
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