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日本経済評論社 

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 

中江兆民と財政民主主義 増補改訂版 渡瀬 義男 2019 9784818825185 ¥3,465  ¥5,197  1029728076 

生活を支える社会のしくみを考える 
 ―現代日本のナショナル・ミニマム保障― 

門野 圭司 2019 9784818825178 ¥6,270  ¥9,405  1029973222 

近代朝鮮の境界を越えた人びと 李 盛煥 2019 9784818825192 ¥6,930  ¥10,395  1029973223 

ブリティッシュ・ワールド ―帝国紐帯の諸相― 
（明治大学国際武器移転史研究所研究叢書 3） 

竹内 真人 2019 9784818825222 ¥7,425  ¥11,137  1029973224 

災害時の情報伝達と地方自治体  
（龍谷大学社会科学研究所叢書 第125巻） 

西本 秀樹 2019 9784818825215 ¥5,775  ¥8,662  1029973225 

民事詐欺の違法性と責任 （小樽商科大学研究叢書 6） 岩本 尚禧 2019 9784818825246 ¥11,550  ¥17,325  1029973226 

我が国の経済外交 2019 外務省経済局 2019 9784818825260 ¥4,455  ¥6,682  1029973227 

韓国の社会はいかに形成されたか 
 ―韓国社会経済論断章―（シリーズ社会・経済を学ぶ） 

水野 邦彦 2019 9784818825253 ¥4,950  ¥7,425  1030515172 

空き家問題の背景と対策 ―未利用不動産の有効活用― 
高崎経済大学地域
科学研究所 

2019 9784818825277 ¥5,775  ¥8,662  1030515173 

文化政策と地域づくり ―英国と日本の事例から― 渡部 薫 2019 9784818825093 ¥7,590  ¥11,385  1030515174 

北海道・鹿児島・沖縄の歴史と経済 
三大学院共同出版
編集委員会 

2019 9784818825239 ¥7,425  ¥11,137  1030515175 

戦後日本の地域金融 ―バンカーたちの挑戦― 伊藤 正直 2019 9784818825161 ¥7,590  ¥11,385  1030590839 

協同による社会デザイン 小木曽 洋司 2019 9784818825284 ¥5,940  ¥8,910  1030590840 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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行政記録と統計制度の理論 
 ―インド統計改革の最前線から― 

岡部 純一 2018 9784818825062 ¥11,220  ¥16,830  1028748755 

多元的都市化と中国の発展 李 強 2018 9784818825109 ¥9,900  ¥14,850  1029161104 

日本の百貨店史 ―地方、女子店員、高齢化― 谷内 正往 2018 9784818825024 ¥7,590  ¥11,385  1029161105 

知識労働と余暇活動 山田 良治 2018 9784818825086 ¥4,290  ¥6,435  1029161106 

金融化資本主義 ―生産なき利潤と金融による搾取― 
コスタス・ラパヴィ
ツァス 

2018 9784818825000 ¥12,870  ¥19,305  1029161107 

個人所得課税の公平性と効率性 
 ―マイクロシミュレーションによる実証分析― 

金田 陸幸 2018 9784818825116 ¥9,075  ¥13,612  1029161108 

日本経済の構造と変遷 武田 晴人 2018 9784818824782 ¥11,220  ¥16,830  1029161109 

希望としてのカント ―恒久平和のために― 高田 明宜 2018 9784818825079 ¥7,920  ¥11,880  1029342067 

近代日本の地域発展と鉄道 ―秩父鉄道の経営史的研究― 恩田 睦 2018 9784818825123 ¥8,250  ¥12,375  1029342068 

中村政則の歴史学 浅井 良夫 2018 9784818825031 ¥6,105  ¥9,157  1029502771 

農村の歩みに命と共同を学ぶ 
 ―土地改良にかかわりながら― 

川尻 裕一郎 2018 9784818825147 ¥3,300  ¥4,950  1029502772 

子どもと教育 ―近代家族というアリーナ― 
（家族研究の最前線 3） 

小山 静子 2018 9784818825154 ¥7,920  ¥11,880  1029728077 
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国民所得倍増計画資料 （全90巻+別巻1） 

総合研究開発機構戦後経済政策資料研究会編 
 

研究会代表  林 健久 （地方財政審議会会長,東京大学名誉教授） 

日本の高度経済成長を基盤となる「国民所得倍増計画(1960年[昭和35]年策定)」、先駆けて策定
された「経済自立５ヶ年計画(1955年策定)」、「新長期経済計画(1957年策定)」の準備資料、審議
会議事録等を包括的に収録。また、49巻以降の第三期（アフターケア編）によって、その実施、調
整、見直しの過程も明らかにしている。戦後日本経済政策に関する集大成、「国民所得倍増計画
資料（全90巻＋別巻1）」。この膨大なる基礎的資料が電子化され、Maruzen eBook Libraryに搭
載されました。 

戦後日本経済・経済政策・雇用・公共政策・ 
地域経済・農業政策・エネルギー政策など 

編集  伊藤 正直（東京大学教授） 

浅井 良夫（成城大学教授）  

明石 茂生（成城大学教授） 

全90巻+別巻セット（分売可） 

同時1アクセス(本体)：¥3,608,900 同時3アクセス(本体)：¥5,413,300 
<商品コード：1015779204> 

各巻価格 同時1アクセス(本体)：¥39,800 同時3アクセス(本体)：¥59,700 <各巻の詳細はお問合せください> 

別巻 （総目次）のみ   同時1アクセス(本体)：¥26,900 同時3アクセス(本体)：¥40,300 商品コード：1015779175 

第一期セット 
（第1巻-第18巻：経済自立5カ年計画/新長期経済計画/経済審議会議事録）  

同時１アクセス(本体) ： ¥716,400  同時3アクセス(本体) ： ¥1,074,600 

<商品コード：1015779205>  

第二期セット 
（第19巻-第48巻：国民所得倍増計画/小委員会審議経過/部会資料）    

同時１アクセス(本体) ： ¥1,194,000  同時3アクセス(本体) ： ¥1,791,000 
<商品コード：1015779206>  

第三期セット 
（第49巻-第90巻：国民所得倍増計画アフターケア）   

同時１アクセス(本体) ： ¥1,671,600  同時3アクセス(本体) ： ¥2,507,400 

<商品コード：1015779207>  
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近代経済学古典選集  

◆経済学の貴重古典シリーズ◆ 

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 

孤立国 （1） チューネン 1989 9784818803435 ¥13,200 ¥19,800 1011619072 

富の理論の数学的原理に関する研究 （2） クールノー 1982 9784818816251 ¥5,500 ¥8,250 1011624640 

社会的富の数学的理論 （3） ワルラス 2004 9784818816268 ¥4,400 ¥6,600 1011624575 

経済学の理論 （4） ジェヴォンズ 1981 9784818803473 ¥7,150 ¥10,725 1011619065 

経済学の方法 （5） メンガー 1986 9784818801233 ¥9,350 ¥14,025 1011619064 

利子と物価 （7） ウィクセル 1984 9784818800281 ¥7,150 ¥10,725 1011624651 

価値・資本及び地代 （8） ウィクセル 1986 9784818801295 ¥7,150 ¥10,725 1011619136 

一般理論 ―経済学講義 1―（9） ウィクセル 1984 9784818800106 ¥8,800 ¥13,200 1011619067 

利子論 （12） フィッシャー 2004 9784818816329 ¥8,800 ¥13,200 1011624652 

貨幣及び流通手段の理論 （13） ミーゼス 2004 9784818816305 ¥8,800 ¥13,200 1011619138 

公共事業と経済学 （第2期 ; 1） デュピュイ 2001 9784818813779 ¥7,150 ¥10,725 1011619073 

人間交易論 （第2期 ; 2） ゴッセン 2002 9784818814455 ¥7,700 ¥11,550 1011624582 

国民経済学原理 （第2期 ; 4） メンガー 1999 9784818811898 ¥6,160 ¥9,240 1011624566 

経済学の領域と方法 （第2期 ; 10） J. N. ケインズ 2000 9784818812086 ¥6,600 ¥9,900 1011619066 

国民経済、 国民経済学および方法 （第2期 ; 11） シュモラー 2002 9784818814356 ¥6,160 ¥9,240 1011624565 

分配法則の統合 （第2期 ; 12） ウイックスティード 2000 9784818811966 ¥4,400 ¥6,600 1011624644 

富の分配 （第2期 ; 13） クラーク 2007 9784818819443 ¥10,780 ¥16,170 1011624639 

17冊 揃価格 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 

¥129,250 ¥193,875 

◆経済思想学シリーズ◆ 

全11冊 揃価格 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 

¥67,760 ¥101,640 

商品コード：1011601559 

経 済 思 想  

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 

経済学の現在 1 （1） 塩沢 由典 2004 9784818817081 ¥6,160 ¥9,240 1011601560 

経済学の現在 2 （2） 吉田 雅明 2005 9784818817319 ¥6,160 ¥9,240 1011601561 

黎明期の経済学 （3） 坂本 達哉 2005 9784818817609 ¥6,160 ¥9,240 1011601562 

経済学の古典的世界 1 （4） 鈴木 信雄 2005 9784818817654 ¥6,160 ¥9,240 1011601563 

経済学の古典的世界 2 （5） 大森 郁夫 2005 9784818817890 ¥6,160 ¥9,240 1011601564 

社会主義と経済学 （6） 太田 一広 2005 9784818817999 ¥6,160 ¥9,240 1011601565 

経済思想のドイツ的伝統 （7） 八木 紀一郎 2006 9784818818118 ¥6,160 ¥9,240 1011601566 

20世紀の経済学の諸潮流 （8） 橋本 努 2006 9784818818224 ¥6,160 ¥9,240 1011601567 

日本の経済思想 1（9） 大森 郁夫 2006 9784818818521 ¥6,160 ¥9,240 1011601568 

日本の経済思想 2（10） 鈴木 信雄 2006 9784818818781 ¥6,160 ¥9,240 1011601569 

非西欧圏の経済学 
 ―土着・伝統的経済思想とその変容―（11） 

八木 紀一郎 2007 9784818818897 ¥6,160 ¥9,240 1011601570 
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